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微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

実 施 団 体
NTTデータ経営研究所、千葉県農林総合研究センタ、千葉県果樹園芸組合連合会、
船橋市、イーエスケイ、NTT東日本

実 施 地 域 千葉県千葉市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市

事 業 概 要

 千葉県の名産品であるニホンナシの黒星病を防除するための農作業ナビゲーションを提供するため、農林総合研究センタが開発した防除
予測のアルゴリズムを用いたアプリを開発し、圃場に設置した気象センサのデータから、圃場毎・圃場内の微気象情報を踏まえた、病害虫
発生予測と防除要否のナビゲーションを生産者に提供。生産者は、適期・的確な防除が可能となり、稼動削減、収穫ロスの抑制、減農
薬栽培の実現が可能。

 パイロットユーザで効果検証をしながら、アプリの改善や、微気象ネットワークの最適な構築方法を検証。
 圃場内の微気象情報を収集するセンサの通信における電波の比較、検証を行う。

電波伝搬に係る知見等
無線通信規格：3G/LTE、特定小電力無線、LPWA
①圃場内の環境等変化（農機具を使った作業や、防除ネットの撤去
等）においても、最低受信強度値を下回ることは1度も無く、台風15
号による暴風雨に対しても、全て安定した通信ができていた。
②電波強度は葉の被覆率による影響を受けた。
③ビニールハウスのある場所では、電波の減衰が見られた。

実証内容 実証成果

微気象情報
栽培履歴

梨なびクラウド
（蓄積・解析等）

微気象情報を踏まえた、
病害虫発生予測と
防除要否のナビゲーション
を生産者に提供

アメダス
気象情報

ミハラス

フィールド
サーバ
葉面濡れ
センサ

微気象：気温、雨量、葉面濡れ時間
気象：気温、雨量、風速、日照時間
栽培履歴：防除履歴 等

ｅセンシング
forアグリ

IoTサービスの効果（KPI）
アメダスデータと圃場に設置したセンサデータを比較し、センサデータによる防除
予報の精度を検証した。

梨なびを活用した防除と暦日防除による芽基部発病率の比較
3G/LTE、特定小電力無線、LPWAの比較

湿度平均：82.3%
気温平均：15.6℃
センサデータ差異（RMS）

気温：2.48℃
湿度：17.95%

出典）気象庁

湿度平均：66.9%
気温平均：17.1℃

アメダスデータ

暦日防除：0.8％ 梨なび：0.2％差異：0.6％
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 実証地域の基本情報

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

（船橋農業
センター）

実証地の住所 実証地の属性 地域の説明

千葉市緑区大膳野町 千葉県農林総合研究センター

果樹研究室試験圃場

全国一を誇るニホンナシの技術開発

ニホンナシ中心とした落葉果樹につ

いて、高品質・安定生産、新品種育成、

早期成園化・省力化に対応した生産

技術開発に取り組んでいる。

鎌ケ谷市初富 ナシ生産農家 江戸時代末から栽培、歴史のある産地

県内でも上位に位置する生産量と

なっている。市場出荷、直売、観光農

園として都市近郊の環境を活かした

販路形成を行っている。

市川市大野町 ナシ生産農家 千葉県における梨栽培発祥の地

市場出荷、直売、観光農園として都

市近郊の環境を活かした販路形成を

行っている。特許庁の地域団体商標

登録「市川の梨」として地域ブランドの

認証を受けている。

船橋市金堀町 船橋市農業センター 県内の市町村では出荷額が第４位

非公認キャラクター「ふなっしー」を活

用した販売PRなどを行っている。市川

市同様「船橋のなし」が地域団体商標

の認証を受けている。

実証地域の概要
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（船橋農業
センター） 裂果

胞子（カビの仲間）

１ ナシ黒星病の病原菌はカビの仲間で、感染すると
葉や果実に黒いスス状の病斑が生じる。

２ 果実の病斑は裂果の原因となり、被害が多いと直
接の減収となる。

３ 病気の感染と拡大には、降雨・結露により葉がぬ
れている時間や温度との関係が高い。

４ そのため、防除暦通りに薬剤防除してもうまく防除
出来ない場合がある。

５ 効果的な防除を行うには、雨の前、葉が乾いた状
態の時に殺菌剤の散布を行い、その保護効果を維
持することが重要となる。

６ ナシ黒星病防除のための病害防除支援情報シス
テム「梨なび」を開発。

７ ただし、エクセルのマクロベースでシステムが作ら
れており、最新のデバイスやクラウドシステムへの
対応、データ連携による気象データの取り込みが
できてない。

現状の梨なびシステム

防除支援
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 実証地域の基本情報

10Km

8.6Km 5.5Km

7.2Km

農林総合研究センター

船橋市農業センター

市川市農家

鎌ヶ谷市農家

・ アメダス設置場所：気象庁「防災情報」を参考に作成 ※URLは下記のとおり
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/map31.html

【凡例】

：アメダス

：センサ（FS）
：センサ（ミハラス）
：センサ（eセンシングforアグリ）

（圃場C）

（船橋農業
センター）

アメダス
観測所 計測データ

我孫子 降水量、気温、風向、風速、日照時間
船橋 降水量、気温、風向、風速、日照時間
佐倉 降水量、気温、風向、風速、日照時間
千葉 降水量、気温、風向、風速、日照時間、相対湿度、積雪の深さ等

【アメダス観測所】

１ 各圃場の微気象センサとアメダス設置場所の位置関係

アメダス千葉

アメダス船橋

アメダス佐倉

アメダス我孫子

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

センサ（通信方式） 取得データ

フィールドサーバ
（以下FS：３G）

気象（温度、湿度、照度、雨量、風向、風速）
葉面濡れ（葉表面の濡れ）

ミハラス

（特定小電力無線）

気象（温度、湿度、照度、雨量、風向、風速）

eセンシングforアグ
リ（LPWA）

気象（温度、湿度、照度）

千葉農林総研圃場に設置するセンサ及び取得データ
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モノ ・ サービスの流れ

データの流れ

システム
アプリ

DB
名称を記載

IoTデバイス
（センサ、ドローン
等）名称を記載

※使用する
通信技術を記載

電波伝搬の課題領域

凡例

基地局

実証関係者

実証エリア

ＦＳ
（気象センサ）

ミハラス
（気象センサ）

eセンシング
Forアグリ

（気温センサ）

特定小電力無
線受信機

LPWA受信機 SGW

梨なびクラウド

千葉県梨農家

梨なびアプリ

LPWA
<920MHz帯> 有線

特定小電力無線
＜920MHz帯＞

3G/LTE

3G/LTE

3G/LTE

圃場

適切な防除日予測

天候や周辺環境の影響を受けず
十分な電波強度を保てるか

• 一般的な圃場であれば、3G、LTE及び920MHz帯ともに、基
本的にはデータ収集に必要な電波強度を確保できると考えてい
るが、後者については、より安定した電波強度を確保するため、
送受信機の高さ（見通し）や樹木等の葉っぱの被さりが無いこ
と等に注意することが必要と考える。

• 天候については、物理的な障害となりうるような場合を除き、基
本的には周辺環境の影響を受けることは無いと考えるが、センサ
の電源を太陽光から供給する自家発電タイプについては太陽光
パネルの方向（南向き）について注意する必要があると考える。
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 活用するデータと状況

センシング
対象() データの種類

データの
収集手法

データの量 データの活用方法と効果

・気象情報 気象（温度、湿度、
照度、雨量、風向、
風速 ）、葉面濡れ
（葉表面の濡れ）等

・気象センサ①ＦＳ、②ミ
ハラス、③eセンシングfor
アグリによる取得
・アメダスによる取得

・気象センサ（10～15分
ごとの取得）

・アメダス（１時間ごとの
取得）

・データを梨なびアプリに取り込み、黒星病の防
除予測に繋げる。
・圃場におけるデータの差異を検証する。

・データの差異による、黒星病の危険度の差異を
検証する。

・電波欠損 気象（温度、湿度、
照度、雨量、風向、
風速 ）、葉面濡れ
（葉表面の濡れ）等

・気象センサ①ＦＳ、②ミ
ハラス、③eセンシングfor
アグリによる取得

・８/28～１月中旬まで
の連続データ

・連続データの欠損値について確認する。

現在のデータの欠損状況はエラー率として最
大0.2%程度*で、要因は機器システムの実装に
よるものと想定されるが、詳細は調査中である。
*欠損回数÷（測定期間の）全測定回数

・電波強度 920Hz帯電波（特定
小電力、LPWA）、３
Ｇの電波強度

電波測定器（スペアナ
N9342C）による受信電波・
送信電波の強度診断

６か所の測定地点につ
いて、季節を変えて（８
月、10月、11～12月、１
月）４回診断

・距離や環境条件が異なる各地点における電波
強度の差異を検証する。

・適切な防除を
実施できた
ユーザー割合

ユーザー数 アプリにおける防除実施
の登録回数

協力農家約13圃場の
データ

・圃場ごとに必要防除回数を確認し、実際の防除
実施回数との差異を検証する
（参考）適切な秋防除を実施できたユーザー割合

＝梨なびによる適正防除を行えた農家数/
全調査戸数×100

・農家の意向 アンケート ・実証参加者アンケート、
及び、一般農家向けアン
ケートの実施

・実証参加者アンケー
ト：協力農家約10名
・一般農家：約20名

・実証協力者アンケート：UIの使いやすさ、梨なび

の効果、利用意向、農場の拡大や人員の拡大や
新規就農者の参入に対する梨なびの有効性に
対する考え、支払い意思額等を把握

・一般農家：アプリ版梨なびに対する利用意向、
支払い意思額等を把握

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業
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 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

① 利用機器（3種類） ・・・ 本番環境機器

：FS(3G)
：ミハラス(特定小電力無線)
：eセンシングforアグリ(LPWA)
：監視カメラ

センサ子機
(送信機)

圃場C

センサ親機
(受信機)

調査室

訳170m
（平坦地）

船橋農業センター

ミハラス(親機)
eセンシングforアグリ
(親機)

監視カメラ
(子機側を向く)

調査室
(親機設置場所)

FS
(3G)

ミハラス
(特定小電力無線)

eセンシングforアグリ
(LPWA)

監視カメラ
(防除・防風内からセンサ子機方向を望む)

センサ親機
(受信機)

• センサ子機は圃場C内の防除・防風ネット内に、黒星
病が発生しやすい場所に3種類の無線電波規格の
子機を狭い範囲で設置し（電波伝搬検証も兼ねる
ため）、各種センサー値を収集する

• このうち、FSの1台は防除・防風ネットの外側に設置
（防除・防風ネットの“内外”での各種センサー値の
“差異”の把握と、施工性の知見の収集のため）

• あわせて、電波強度値も収集し、周辺環境等の変
化による電波伝搬特性を把握する

• 電波伝搬特性に影響（電波強度値の特異現象
等）が発生した場合、その原因を特定するために、
監視カメラを2台設置（センサ親機側は圃場Cに向
けて、子機側は防除・防風ネット内で子機に向けて
設置）

千葉県農林総合研究センター

：防除・防風ネット

子機（無線アンテナ）
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 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

各種センサ

有線

ミハラス
クラウドセンサ親機

センサ子機
特定小電力無線

(920MHz)

LPWA
(920MHz)

センサ子機

SIM

SIM

各種センサ

センサ親機

センサ子機
3G

各種センサ

FS
クラウド

3G

3G

SIM

：電波伝搬検証区間

・3G
（FS）

・特定小電力無線
（ミハラス）

・LPWA
（eセンシング
forアグリ）

② 電波伝搬検証区間とデータ取得方法/解析方法 ※本番環境機器

PC

データ連携

データ連携

データ連携

• 各種センサー値：
各種クラウド上のD/Bからデータ連
携によりESKクラウド上でWebベー
スの梨ナビアプリのD/Bに登録

スマホ

ESK
クラウド

梨なびロジックを
実装

Webベースによる
梨なびの表示

梨ナビアプリ

開発/DB登録

PC

ダウンロード

電波強度値のダウンロード

データ欠損回数、電波強
度値等の集計

電波伝搬上、特異事象は
監視カメラで原因追及

分析・考察

各種センサ値は梨ナビアプリで利用

電波強度値は電波伝搬特性検証で利用

機種名
(略称) メーカ

センサ機能
送信機

電源供給元
送/受信機間・
通信方式
(帯域)

受信機/クラ
ウド間・
通信方式

データ保存場所
気温 雨量 湿度 風向/

風速 葉面濡れ

FS ベジタリア ○ ○ ○ ○ ○ 乾電池 - 3G FS・クラウド

ミハラス ニシム電子 ○ ○ ○ ○ × 太陽光 特定小電力
(920MHz) 3G ミハラス・クラウド

eセンシングforアグリ
（eセンシング） NTT東日本 ○ × ○ × × 太陽光 LPWA

(920MHz) 3G クラウド
(フレッツあずけ～る)

③ センサ機器種別 ※電波伝搬検証は「電波強度値」を利用

• 電波強度値：
各種クラウド上のD/BをPCにダウン
ロードし、集計・分析・考察を実施

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業
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 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

④ 検証項目一覧
・圃場C（本番環境機器及び簡易試験機（特定小電力無線）にて実施） ※簡易試験で実施したものは「*」で示す

・圃場Cおよび周辺にて実施（簡易試験機（特定小電力無線）にて実施）

検証項目
（パラメータ）

検証のポイント
（確認事項）

実施/収集/確認方法 実施時期（回数） 備考

1 降雨・風 特に降雨の強さ（霧雨、豪雨等）による
RSSIの変化を確認する

・RSSI値（本番環境機器）
・監視カメラ

2019/8/29～2020/1/2（随時） 特に台風等の自然環境の変化の影
響度合い等を確認する

2
葉っぱの被覆率 送信機の設置位置と梨の葉っぱの茂り具

合毎のRSSI値を確認する
・RSSI値（本番環境機器、簡
易試験機*）

・監視カメラ

2019/9/20、10/29、12/17、
2020/1/24（それぞれ1回）

センサ子機設置時の施工知見を収
集する

3 防除・防風ネット ネットの影響を確認する ・RSSI値（本番環境機器）
・監視カメラ

2019/10/10（1回）

4 電気柵（動物除け） 鳥獣害対策として設置される場合がある
電気柵の影響を確認する

・RSSI値（本番環境機器）
・監視カメラ

2019/9/10（1回）

5 農作業用機器のノイズ 農薬散布機や草刈り機等、圃場内での農
作業機械の利用による影響を確認する

・RSSI値（本番環境機器）
・監視カメラ

2019/10/21、10/31、11/10
（それぞれ1回）

農作業機等から発出されるノイズ
等の影響を確認する

検証項目
（パラメータ）

検証のポイント
（確認事項）

実施時期（回数） 実施/収集/確認方法

1 車のノイズ等 果樹園に隣接する道路を通行する車のノ
イズ等の影響を確認する

2019/11/29（1回） ・RSSI値
（簡易試験機）

2
民家内外から発する電波 Wi-Fiやスマートメータ等、主に民家か

ら発する電波による影響を確認する
2019/12/2（1回） ・RSSI値

（簡易試験機）

3 工場からのノイズ 果樹園に隣接する工場内外から発するノ
イズ等の影響を確認する

2019/10/28（1回） ・RSSI値
（簡易試験機）

4
ビニールハウスの影響 果樹園に隣接するビニールハウスの影響

を確認する
2019/12/17（1回） ・RSSI値

（簡易試験機）

5
基準データ 自由空間に近い環境下での電波伝搬特性

を確認する
2019/11/29（1回） ・RSSI値

（簡易試験機）

※表中の「本番環境機器」とは920MHz電波帯（特定小電力、
LPWA）および3Gを利用する機器で実施したことを示す



10株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ） ・・・ 目的：圃場Cにおける本番環境機器の電波強度値の測定方法

⑤ 圃場Cでの電波強度値の収集 ・・・ 本番環境機器で収集

本番環境機器（圃場C）での電波強度値の収集方法と利用方法
※具体的な検証内容は次ページ参照

【測定方法と確認内容】
本番環境機器において電波強度と電波欠損の有無を確認し、最低受信強度を下回ったり欠
損があれば、その原因究明を監視カメラにおいて特定する

①圃場Cに設置した全てのセンサー機器から、10分または15分間隔で電波強度値を収集
②電波強度値が取得できなかった時を確認
③最低受信強度値を下回ったのか否か、特異的事象（強度値が急激に下がる、等）を確認

④監視カメラにて、当該事象発生時の事象を確認し、その原因を特定する
⑤あわせて、センサー機器製造メーカへ問い合わせ

※結果、考察は次ページ以降を参照



11株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ） ・・・ 目的：圃場Cにおける本番環境機器の電波強度値の測定方法

⑤ 圃場Cでの電波強度値の収集 ・・・ 本番環境機器で収集

電波強度値（RSSI）

特定小電力無線（ミハラス） ※下図は「8月28日 23:10～9月20日 22:10までのもの」 • 10分間隔で収集した電波強度値について、欠
損の有無を把握する

• 左図では、電波強度値は未取得であった時の
状況を示している

• この電波強度値が未取得、または最低受信強
度値を下回っている日時において、周辺環境で
何が発生しているのかを、監視カメラにて確認す
る

↓電波強度（dBm）

↑温度（℃）、湿度（%RH）

時間

m



12株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ） ・・・ 目的：圃場Cにおける本番環境機器の電波強度値の測定方法

⑤ 圃場Cでの電波強度値の収集 ・・・ 本番環境機器で収集

LPWA（eセンシングforアグリ） ※下図は「8月28日 13:18～9月20日 21:00までのもの」

電波強度値（RSSI）

↓電波強度（dBm） 時間

↑温度（℃）、湿度（%RH）

• 15分間隔で収集した電波強度値について、欠
損の有無を把握する

• 左図では、電波強度値は未取得であった時の
状況を示している

• この電波強度値が未取得、または最低受信強
度値を下回っている日時において、周辺環境で
何が発生しているのかを、監視カメラにて確認す
る

m



13株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ） ・・・ 目的：圃場Cにおける本番環境機器の電波強度値の測定方法

⑤ 圃場Cでの電波強度値の収集 ・・・ 本番環境機器で収集

3G（FS） ※下図は「8月28日～10月14日までのもの」（圃場C）

↑電波強度（アンテナ本数）

時間

• FSの電波強度は、特定小電力無線、
LPWAのような数値（dBm）で示せない
ため（キャリア仕様による）、最寄りのキャリ
ア基地局での電波強度レベルを「1～3」の
3段階（アンテナの本数）で表示

※電波強度値が最大：3本
電波強度値が最小：1本

• この本数が未取得（ゼロ）、または1本以
下の場合は、周辺環境で何が発生してい
るのかを、監視カメラにて確認する

注）3Gについては、電波強度を具体的な数
値での開示が困難なことから（キャリアの社外
秘）、唯一の開示可能な情報である「アンテ
ナの本数」で、電波強度値を補完した
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 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

※LPWAは、特定小電力無線と同帯域（920MHz帯）のため、電波強度値は異なる

（各センサー機器の仕様による）が、検証結果は同様なものと想定される。

簡易試験機（920MHz帯/特定小電力無線）での電波強度値の収集方法と
利用方法（※）（具体的な検証内容は前ページ参照）

① 簡易試験機により、３分間の電波試験を実施
② 電波強度値が取得できなかった時を確認
③ 最低受信強度値を下回ったのか否か、特異的事象（強度値が急激に下がる、等）を確認

④ 検証環境（周辺環境も含む）から、当該事象となった原因を分析し、当該環境での
920MHz帯の電波伝搬特性を把握

⑤ 実フィールドでの機器設置時の注意点として知見をまとめる

⑥ 圃場C、および周辺での追加検証の実施方法（特定小電力無線の簡易試験機で実施※）

測定風景（送信側）

送信機

1.5m

※上図は「葉っぱの影響」調査時のものだが、追加検証も同じ格好で
電波強度を測定

FS1 →

受信機方向

• 測定方法
 送信機は人が手で持って（地上高約1.5m）立ち止まり、送信機
はアンテナを垂直に立てた状態で測定

 測定時間 ：3分間
 受信側でカメラ動画で受信強度を測定する

• 送信機は、3秒間隔で電波を発する
• 受信機は、3秒間隔で電波受信強度をディスプレイに表示する
• ３秒周期で送受信するが、５秒以上受信機が受信しない場合、最低受信強度
（-137dBm）を超えた場合は「エラー」表示となる 簡易試験機

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業



15株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

【受信機側】
※鉄鋼団地組合ビル・屋上

※受信機および数値記録用ビデオカメラ

受信機

カメラ 受信機のディスプレイ
（受信時）

【送信機側】

送信機

1.5m

※上図は「葉っぱの影響」調査時のものだが、追加検証も同じ格好で
電波強度を測定

FS1 →

受信機方向

測定風景
※送信機側と受信機側の画像は同日のものではない

記録された映像から電波
強度値をExcel化

データ欠損回数、電波強
度値等の集計

分析・考察

⑥ 圃場C、および圃場C以外での追加検証の実施方法（簡易試験機で実施） ※続き 受信強度値



16株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

※信号が持つ成分を周波数毎に分類し当該信号のレベル（強度）を表示し、実証で利用中の信号への影響度を観測する。
⑦ スペクトラムアナライザー（周波数測定器）による電波測定（農林総研内にて4回実施）

圃場C

調査室

：FS
：eセンシングforアグリ
：ミハラス

②

①

③

④

⑤
⑥

約170m

①：調査室2F/受信機の横
②：圃場Cの防除ネットの“外“
③：圃場Cの防除ネットの“内“
④：T字路（送信機から312m）
⑤：T字路（送信機から646m）
⑥：作業小屋の調査室側（送信機から120m）

約646m

約312m

約120m

（1）測定箇所と測定風景

⑤

測定風景

測定箇所（圃場Cとの位置関係）



17株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

※信号が持つ成分を周波数毎に分類し当該信号のレベル（強度）を表示し、実証で利用中の信号への影響度を観測する。
⑦ スペクトラムアナライザー（周波数測定器）による電波測定（農林総研内にて4回実施）

（2）測定・分析の考え方

• 本番環境機器（圃場C）から発出された920MHz帯の電波を各測定点にて観測
• 季節、周辺環境等の変化により、本番環境機器が使っている周波数に影響（ノイズ）を与えているものがある
のか否か

（3）測定結果

• 観測された（圃場Cから発出された）本番環境機器からの電波の周辺帯域に、（当該電波に）
影響を及ぼすような電波は確認されなかった

• なお、観測点④、⑤については、圃場Cからの電波は
観測できなかった。

アナライザーで測定した波形、電波
強度等を収集

当該周波数に影響を与えているの
か否かを精査

分析・考察

測定・分析の考え方
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 実証事業の様子（微気象ネットワークセンサ）

※信号が持つ成分を周波数毎に分類し当該信号のレベル（強度）を表示し、実証で利用中の信号への影響度を観測する。
⑦ スペクトラムアナライザー（周波数測定器）による電波測定（農林総研内にて4回実施）

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

周波数（MHz）

920.6MHz

（例）測定点①での結果（ミハラス（特定小電力無線））

電波
強度

(dBm)

• 水色の画面：測定された電波が、
どれくらいの間隔で送受信されるのか
を示している。

• ミハラスからの電波を示す
• 当該電波の周辺（920.6MHzの
前後）に、影響を及ぼすような電
波は確認されない

95dBm



19株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（梨なびプロトタイプ版イメージ）

カレンダー（メイン画面） 日別詳細

5/25に見た画面（当日の日付が青く表示される）
●赤色の日付は防除実施日
●緑色の日付は残効期間 or 治療期間

散布した農薬の
残効期間が
一目でわかる

散布した
農薬の情報を
登録できる

実際の降雨量等から、
危険度・発病予測日が
分かる

（5/25）

天気予報から
農薬散布すべき
時期がわかる

・梨なびロジックで計算した感染危険度が0を超える(濡れ時間が
規定値を超える)場合「危険あり」表示

・「危険あり」が出て潜伏期間15日後が「発病予測日」
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 実証地域の様子（梨なびプロトタイプ版利用イメージ） 黒星病

梨なびアプリを活用し
危険日が出ないよう
計画的に散布

・実証参加者アンケート：協力農家約10名
・一般農家：約20名

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

ＫＰＩ指標
(a)UIの使いやすさ
(b)梨なびアプリの効果
(c)梨なびアプリの利用意向
(d)農場の拡大や、人員の拡大、新規就農者の
参入に対する梨なびの有効性に対する考え

(e)梨なびアプリへの支払い意欲・支払い意思額

梨なびを使った農家へのアンケートから
梨なびの使いやすさ等を検証
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微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の様子（梨なびアプリの効果と農家の行動変化のイメージ）

梨の状態

残効期間～
残効期間切れ
（葉は乾燥）

黒星病に感染残効期間切れ
（葉濡れが発生）

残効期間切れ（葉が再び
乾燥）（感染リスクあり）

今までの農家の
防除行動

梨なびアプリ
の効果

梨なびアプリを

利用した農家の
防除行動

・記憶と経験に基づき、残効
期間と天気予報から防除日
を予測するため、防除忘れ
や無駄な防除期間が発生

①残効期間と天気予報を

アプリ上で手軽に一覧できる
ため、最適な防除タイミング

に気が付きやすい

残効期間終了後、

雨天予報日の直前に忘れず
に防除を行うことができる。

また、それにより、
農薬の節約が可能

・新規就農者は、残効期間
切れに気が付かず、
防除を行わない

③防除状況と葉濡れの状態
から、昨日までに感染リスク

が高い日がある場合、
「危険日」を表示

新規就農者は、「危険日」表
示により残効期間切れに
気が付き、防除を行う。

また、適切な防除タイミング
を学習することができる

・発病前には感染しているか
が分からず、農薬（治療剤）

を散布しない。

・病斑を見つけても、いつ感
染したかわからない

④「危険日」の発生に伴う
「発病予測日」を表示、発病
時期を事前に通知すること
で、感染拡大を抑える防除

行動を喚起

発病前に農薬（治療剤）を散
布、また、発病葉の摘み取り

作業計画を策定。

原因となった「危険日」表示
の振り返りにより、より適切
な防除が行える様になる

・天気予報に表示されない
微小な降雨や結露による
葉濡れには気が付かず、
農家は対策を行わない

②微気象データにより、
断続的かつ微小な降雨

や結露による葉濡れを観測
可能

断続的かつ微小な降雨や結
露による葉濡れに対応した、
より正確な防除を行うことが

できる

※残効期間終了後、雨天により
葉濡れが発生する前に防除
を行うことが望ましい

※残効期間切れの状態で葉濡
れが発生しても、乾燥後即座に
防除を行えば、感染リスクを
抑制可能

※発病までに農薬（治療剤）を散
布しなければ、周りの梨に
感染が拡大する

※葉濡れにより感染リスクが高
まるが、葉濡れ中は薬剤を散布
しても付着しない
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微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果 ・・・ 目的：圃場Cにおける本番環境機器の電波強度値の結果

 微気象ネットワークセンサ利用環境実証（電波欠損、電波強度）

① 圃場Cの本番環境機器での結果

（1）特定小電力無線、LPWA
• 両方ともに、全測定期間中（2019/8/29～2020/1/2：5か月間 ）は、当該機器が持つ最
低受信強度値を下回ることは1度もなかった

• 電波強度を取得できない事象が散見されたが（発生率：0.5％程度（全測定期間中
（2019/8/29～2020/1/2：5か月間）で、未取得回数÷期間中の全測定回数（10分、ま
たは15分間隔））、これらは機器仕様が原因と判明したことから、本実証環境では実証期間を
通して電波伝搬特性的な課題点等は確認されなかった（データ欠損率は“ゼロ“）

• また電波未取得の日時においても、監視カメラでの特異事象は確認されなかった

（2）3G
• 電波強度値の補完とした「アンテナの本数」は、測定期間中（8月28日～10月14日）の期間
は電波強度に影響を与えたものは確認されなかった（アンテナ本数が2本以上であったため）

※上記測定期間以外については、キャリア側からのデータ開示は行って行われなかった。



23株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 微気象ネットワークセンサ利用環境実証（電波欠損、電波強度）

① 圃場Cの本番環境機器での結果 ※全測定期間（2019/8/29 ～ 2020/1/2

検証項目
（パラメータ）

検証のポイント
（確認事項）

結果

3G（FS） 特定小電力
（ミハラス）

LPWA
（eセンシングforアグリ）

1
降雨・風 特に降雨の強さ（霧雨、

豪雨等）によるRSSIの変
化を確認する

影響無し
・電波強度は検証期間
中の98～99%で最大
受信強度であった

・降雨・風について
は台風15号の暴風
雨においても電波
強度の変化は特に
無かった

影響無し
・各機器が電波障害を引き起こす最低受信強度値
（下記）を下回ることは１度もなかった
※ミハラス：-137dBm

eセンシングforアグリの：-117dBm
・降雨・風については台風15号の暴風雨において

も電波強度の変化は特に無かった（ただし、当
該台風の接近時の停電により、全てのデータ
（台風の接近～離れるまで）は取得できていな
い）

2 防除・防風ネット ネットの影響を確認する

3
電気柵（動物除け） 鳥獣害対策として設置さ

れる場合がある電気柵の
影響を確認する

4

農作業用機器のノイ
ズ

農薬散布機や草刈り機等、
圃場内での農作業機械の
利用による影響を確認す
る

5
葉っぱの被覆 送信機の設置位置と梨の

葉っぱの茂り具合毎の
RSSI値を確認する

影響あり
※次頁参照

影響無し
※次頁参照
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 実証事業の成果

 微気象ネットワークセンサ利用環境実証（電波欠損、電波強度）

① 圃場Cの本番環境機器での結果 ※全測定期間 ※続き

y = 0.0002x - 89.889

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

電波強度(RSSI)

特定小電力無線（ミハラス）※2019/08/29~2020/01/02 LPWA（eセンシング） ※2019/08/29~2020/01/02

9月 10月 11月 12月 1月

最低受信強度値：-117dB

R2=0.0313

受信強度（dBm）

y = 0.0007x - 94.032

-140

-130

-120

-110

-100

-90

-80

-70

-60

電波強度(RSSI)
9月 10月 11月 12月 1月

最低受信強度値：-137dB

-101
-98

-88

：簡易試験機での「葉っぱの被覆率の検証」の結果

R2=0.6498

受信強度（dBm）

15dBｍ程度

• 測定開始当初と最後を比較すると、近似直線上でRSSI値が「15dBm」程
度の改善が確認されており、これは主に梨の葉っぱの落葉による“障害物
（葉っぱ）減”が原因と考えられる。

• また、電波強度の“振れ幅”が時間の経過とともに少なくなっていく傾向が確認
されるが、これは葉っぱによるマルチパスフェージング事象が（落葉により）少な
くなったことが原因と考えられる。

• 本番環境機器以外の簡易試験機でも検証した結果、同事象が確認できた
（上図の「 」部分）

• 測定開始当初と最後を比較すると、近似直線上でRSSI値は数dBm程度の
改善だけであり、葉っぱの影響は確認されなかった。

• これはセンサ子機の設置高さが梨葉っぱよりも高く、葉っぱの影響を受けなかっ
たことが原因として考えられる。

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

m

m



25株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 微気象ネットワークセンサ利用環境実証（電波欠損、電波強度）

② 簡易試験機（特定小電力無線）による追加検証の結果 ※圃場C、および周辺

検証項目
（パラメータ）

検証のポイント
（確認事項）

実施/収集/確認
方法

結果

特定小電力無線

1
車のノイズ 果樹園に隣接する道路を通行

する車のノイズの影響を確認
する

・RSSI値
（簡易試験機）

・影響無し
最低受信強度値を下回ることはなく、基準データと比較
しほぼ同じ強度値であった

2

民家内外から発す
る電波

Wi-Fiやスマートメータ等、主
に民家から発する電波による
影響を確認する

・RSSI値
（簡易試験機）

・利用に支障は無い
民家内外から発せられる電波の種類等は確認できていな
いが、最低受信強度値を下回ることはなかったこと、本
番環境機器が実装している再送制御機能によりデータ欠
損は起こりにくく、利用に支障は無いと判断

3

工場からのノイズ 果樹園に隣接する工場内外か
ら発するノイズの影響を確認
する

・RSSI値
（簡易試験機）

・利用に支障は無い
工場内外から発せられる電波の種類等は確認できていな
いが、最低受信強度値を下回ることはなかったこと、本
番環境機器が実装している再送制御機能によりデータ欠
損は起こりにくく、利用に支障は無いと判断
また、基準データとの比較で当該電波が回折しやすいこ
とが確認できた

4

ビニールハウスの
影響

果樹園に隣接するビニールハ
ウスの影響を確認する

・RSSI値
（簡易試験機）

・利用に支障は無い
最低受信強度値を下回ることはなかったことに加え、鉄
パイプ等が原因で発生する電波の散乱によるマルチパス
フェージングが発生しているも、本番環境機器が実装し
ている再送制御機能によりデータ欠損は起こりにくいこ
とから、利用に支障は無いと判断

5
基準データ 自由空間に近い環境下での電

波伝搬特性を確認する
・RSSI値
（簡易試験機）

追加検証項目（1～4項）の結果を分析・解析するための、基準
データとして活用
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 実証事業の成果

 微気象ネットワークセンサ利用環境実証（電波欠損、電波強度）

③ その他

■簡易試験機の機種
N9342C 
※キーサイト・テクノロジー社製

①：センサ親機の横
②：防除ネット外
③：防除ネット内
④：センサ子機から312m地点
⑤：センサ子機から646m地点
⑥：センサ子機から150m地点

：簡易測定器による観測箇所

調査室

圃場C
③

①

②

④

⑤
⑥

季節や周辺環境の変化により電波特性の変化（差異）が発生するのか否かと、特定小電力無線（ミハラス：920.6MHz）
及びLPWA（eセンシングforアグリ：925MHz）が使っている周波数に影響を与える又は与える可能性がある電波を取得する
目的で、簡易測定器による電波測定を計4回実施（下図）。
この4回の結果は次のとおり。
• 季節による差異は認められなかった。
• 当該検証期間、環境変化による差異も認められなかった（農林総研内は特記すべき環境変化が無かったことが原因の可能
性もある）

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

実施
回数

実施日 実施個所

1 2019年8月29日 6か所
2 2019年10月29日 6か所
3 2019年12月17日 6か所
4 2020年1月24日 6か所



27株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

農林総研圃場のFS間の微気象データの違い（10/1～11/30）
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RMS＝0.58 RMS＝0.46 RMS＝0.31

RMS＝1.91RMS＝1.84RMS＝2.67

FS1～FS3の間の温度及び湿度の差異は小さい
注）RMS（2乗平均平方根）：横軸と縦軸の値が等しいと仮定した時の差異の指標で、小さいほど差異が小さい



28株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

農林総研圃場のセンサ機種間の微気象データの違い（10/1～11/30）
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FS1、ミハラス（M）、eセンシングForアグリ（E）間の温度及び湿度の差異は小さい
（FS間に比べるとやや大きく、RMSの平均は温度で1.8倍、湿度で1.9倍）



29株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

農林総研圃場の微気象データとアメダス千葉の気象データの違い（10/1～11/30）
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FS1とアメダス千葉の温度及び湿度の差異は大きい
・温度ではFS間の差異（RMS）の平均と比較して5.5倍
・湿度では 〃 8.4倍

○FS間及びセンサ機種間では温度及び湿度の差異が小さく、どのデータも
おおよそ信頼できると考えられる

・利用するセンサの選択はトータルコストやデータ取得の安定性、設置の考え方
（ピンポイントかより広域にセンサー網を構築するか）で検討

○圃場の微気象データとアメダスデータの温度及び湿度の差異は大きい
・微気象データの利用により、黒星病発病危険度の予測がより正確に行える



30株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

圃場の微気象データ（FS1）とアメダス気象データによる黒星病感染危険度の違い



31株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 FSを用いた気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

梨なびテスト４ユーザによる秋防除の検証 初回散布日（10月21日）から31日間（11月20日まで）の防除評価【①農林総研】



32株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 FSを用いた気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

梨なびテスト４ユーザによる秋防除の検証 初回散布（10月15日）から31日間（11月14日まで）の防除評価【②船橋市農業センター】



33株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 FSを用いた気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

梨なびテスト４ユーザーによる秋防除の検証 初回散布（10月20日）から31日間（11月19日まで）の防除評価【③市川】



34株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 FSを用いた気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

梨なびテスト４ユーザーによる秋防除の検証 初回散布（10月21日）から31日間（11月20日まで）の防除評価【④鎌ヶ谷】



35株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

農林総研内圃場における梨なびを用いた秋季防除の実証 初回散布（10月15日）から31日間（11月14日まで）の防除評価と翌春の芽基部発病率



36株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 気象データ、黒星病秋防除ナビゲーション結果と実際の状況の差異の検証

農林総研内圃場における梨なびを用いた秋季防除の実証 翌春（4月6日）調査時の芽基部発病率

Ⅰ 300 1 0.3
Ⅱ 300 0 0.0

平均 0.2
Ⅰ 300 5 1.7
Ⅱ 300 0 0.0

平均 0.8
Ⅰ 300 6 2.0
Ⅱ 300 27 9.0

平均 5.5

調査芽基部数 発病芽基部数
芽基部発病率

（％）

梨なび区

暦日防除区

無処理区

試験区 反復

・無処理区に比べ、梨なび区及び暦日防除区は芽基部発病率が低かった
・理想的な防除が行えた梨なび区で芽基部発病率が0.2％と最も低い値であった

目標KPI：梨なび区における芽基部発病率0.3％以下を達成した


20　秋季防除試験

		4月6日実施 ガツ ニチ ジッシ



				試験区 シケン ク		反復 ハンプク		調査芽基部数 チョウサ メ キブ スウ		発病芽基部数 ハツビョウ メ キブ スウ		芽基部発病率（％） メ キブ ハツビョウ リツ		防除価 ボウジョ カ



				梨なび区 ナシ ク		Ⅰ		300		1		0.3

						Ⅱ		300		0		0.0

						平均 ヘイキン						0.2		97.0

				暦日防除区 レキジツ ボウジョ ク		Ⅰ		300		5		1.7

						Ⅱ		300		0		0.0

						平均 ヘイキン						0.8		84.8

				無処理区 ム ショリ ク		Ⅰ		300		6		2.0

						Ⅱ		300		27		9.0

						平均 ヘイキン						5.5

















































20　花粉発芽率（培地上） 成績書 

		4月2日実施 ガツ ニチ ジッシ

				表１　各殺菌剤等を散布したショ糖・寒天平板培地上における花粉発芽率 ヒョウ カク サッキンザイ トウ サンプ トウ カンテン ヘイバン バイチ ジョウ カフン ハツガ リツ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		調査
個数 チョウサ コスウ		発芽
個数 ハツガ コスウ		発芽率
（％） ハツガ リツ



				チオノックフロアブル		500		Ⅰ		100		0		0

								Ⅱ		100		0		0

								Ⅲ		100		0		0

								平均 ヘイキン						0

				ホスプラス		1,000		Ⅰ		100		75		75

								Ⅱ		100		76		76

								Ⅲ		100		79		79

								平均 ヘイキン						76.7

				チオノックフロアブル
＋　ホスプラス混用 コンヨウ		500
1,000		Ⅰ		100		0		0

								Ⅱ		100		0		0

								Ⅲ		100		0		0

								平均 ヘイキン						0

				水 ミズ				Ⅰ		100		90		90

								Ⅱ		100		90		90

								Ⅲ		100		85		85

								平均 ヘイキン						88.3
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				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ																														表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				供試薬剤 キョウシ ヤクザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ				発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ						調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		希釈
倍率 キシャク バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

												0		1		3		5

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		73								73				0		0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		54		3		0		0		57		5.3%		1.1		96.2

		43628		市原市 イチハラ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		96								96				0		0		ー						市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		2		0		0		54		3.7%		0.7		97.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		66								66				0		0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		6		6		11		55		41.8%		28.7

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		48								48				0		0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33		1		0		0		34		2.9%		0.6		84.2

		43628		船橋市 フナバシ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		49								49				0		0		ー						市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		83		4		0		0		87		4.6%		0.9		76.3

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		58								58				0		0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		4		1		0		37		13.5%		3.8

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		86								86				0		0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		60		1		0		0		61		1.6%		0.3		93.3

		43633		市川市 イチカワ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		73								73				0		0		ー						船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		44		2		0		0		46		4.3%		0.9		80.0

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48								48				0		0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		49		7		2		0		58		15.5%		4.5

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		43								43				0		0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48		5		0		0		53		9.4%		1.9		61.2

		43628		白井市① シロイ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		58								58				0		0		ー						白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		3		0		0		55		5.5%		1.1		77.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		59								59				0		0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		39		9		1		0		49		20.4%		4.9

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		72								72				0		0		100								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		68		4		0		0		72		5.6%		1.1		82.3

		43623		白井市② シロイシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		80		3						83				3.6		0.7		88.2						白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		63		2		0		0		65		3.1%		0.6		90.3

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		42		3		4				49				14.3		6.1										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		47		17		1		0		65		27.7%		6.2

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		72								72				0		0		100								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		56		1		0		0		57		1.8%		0.4		95.1

		43609		香取市 カトリ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		60		3						63				4.8		1.0		97.1						香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		62		4		0		0		66		6.1%		1.2		85.4

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		31		8		1		16		56				44.6		32.5										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		54		12		4		1		71		23.9%		8.2

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		92								92				0		0		ー						・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		43628		一宮町 イチ ミヤ マチ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		70								70				0		0		ー						・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		96								96				0		0								・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		64								64				0		0		100

		43615		木更津市 キサラズ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		60		2						62				3.2		0.6		93.2

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		43		7		3		2		55				21.8		9.5

				千葉市 チバシ		供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		51								51				0		0		100

		43628				対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		34		5				1		40				15.0		5.0		77.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		28		12		5		6		51				45.1		22.4

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ















				調査圃場 チョウサ ホジョウ				防除価 ボウジョ アタイ



						処理区 ショリ ク		ー

				市原市 イチハラ シ		対照区 タイショウ ク		ー

						供試区 キョウ シ ク		ー

				船橋市 フナバシ シ		対照区 タイショウ ク		ー

						供試区 キョウ シ ク		ー

				市川市 イチカワ シ		対照区 タイショウ ク		ー

						供試区 キョウ シ ク		ー

				白井市① シロイ シ		対照区 タイショウ ク		ー

						供試区 キョウ シ ク		100

				白井市② シロイシ		対照区 タイショウ ク		88.2

						供試区 キョウ シ ク		100

				香取市 カトリ シ		対照区 タイショウ ク		97.1

						供試区 キョウ シ ク		ー

				一宮町 イチ ミヤ マチ		対照区 タイショウ ク		ー

						供試区 キョウ シ ク		100

				木更津市 キサラズ シ		対照区 タイショウ ク		93.2

						無散布区 ム サンプ ク

				千葉市 チバシ		供試区 キョウ シ ク		100

						対照区 タイショウ ク		77.6

						無散布区 ム サンプ ク

				調査圃場 チョウサ ホジョウ		市原市 イチハラ シ		船橋市 フナバシ シ		市川市 イチカワ シ		白井市① シロイ シ		白井市② シロイシ		香取市 カトリ シ		一宮町 イチ ミヤ マチ		木更津市 キサラズ シ		千葉市 チバシ

				処理区 ショリ ク		0.0		0.0		0.0		0.0		100		100		0.0		100		100

				対照区 タイショウ ク		0.0		0.0		0.0		0.0		88.2		97.1		0.0		93.2		77.6









処理区	市原市	船橋市	市川市	白井市①	白井市②	香取市	一宮町	木更津市	千葉市	0	0	0	0	100	100	0	100	100	対照区	市原市	船橋市	市川市	白井市①	白井市②	香取市	一宮町	木更津市	千葉市	0	0	0	0	88.192771084337352	97.069597069597066	0	93.176178660049629	77.631578947368425	









19 黒星接種 (耐性菌）

						表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		接種日 セッシュ ビ		調査日 チョウサ ビ		採取圃場 サイシュ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

														0		1		3		5

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		12								12		0.0		0.0		100.0

		43648		43668		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		6		3				3		12		50.0		30.0

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33								33		0.0		0.0		100.0

		43648		43668		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		46								46		0.0		0.0		100.0

						全葉 ゼン ハ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		23		3				3		29		20.7		12.4

								供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		12								12		0		0		100

		43648		43675		香取市 カトリ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		18								18		0		0		100

								無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		1		2		2		7		12		91.7		71.7

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						一宮 イチ ミヤ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						木更津 キサラズ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		18								18		0.0		0.0		100

		43650		43668		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		17		3		2		2		24		29.2		15.8

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48								48		0.0		0.0		100

		43650		43668		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		45								45		0.0		0.0		100

						全葉 ゼン ハ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48		3		2		2		55		12.7		6.9

						千葉市 チバシ		供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		18								18		0		0		100

		43650		43677				対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		18								18		0		0		100

								無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		4		1		1		12		18		77.8		71.1

















19　立ち木幸水黒星 (データ加工)

		調査日 チョウサビ		43593														調査日 チョウサビ		43604														調査日 チョウサビ		43619														調査日 チョウサビ		43628														調査日 チョウサビ		43639

				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		1								100		0		0				1								100		0		0				1		6						94		6		1.2				1		4				1		95		5		1.8				1		13		6		5		76		24		11.2

		3								100		0		0				3								100		0		0				3		3						97		3		0.6				3		5		1		6		88		12		7.6				3		5		7		10		78		22		15.2

		4								100		0		0				4		1						99		1		0.2				4		1						99		1		0.2				4		2						98		2		0.4				4		6		1		3		90		10		4.8

		5								100		0		0				5		3						97		3		0.6				5		3						97		3		0.6				5		7		2		3		88		12		5.6				5		12		4		0		84		16		4.8

		6		7						93		7		1.4				6		16		6		2		76		24		8.8				6		24		8		11		57		43		20.6				6		14		8		13		65		35		20.6				6		18		6		13		63		37		20.2

		7		4		1				95		5		1.4				7		3		1				96		4		1.2				7		10		1				89		11		2.6				7		8		6				86		14		5.2				7		26		11		5		58		42		16.8

										※初発 ショハツ		2.0		0.5														5.3		1.8														11.2		4.3														13.3		6.9														25.2		12.2

		調査日 チョウサビ		43639														調査日 チョウサビ		43651														調査日 チョウサビ		43662														調査日 チョウサビ		43672														調査日 チョウサビ		43684

				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		1		13		6		5		76		24		11.2				1		13		5		12		70		30		17.6				1		18		5		6		71		29		12.6				1		18		6		2		74		26		9.2				1		17		4		2		77		23		7.8

		3		5		7		10		78		22		15.2				3		13		4		5		78		22		10				3		11		7		0		82		18		6.4				3		17		12		4		67		33		14.6				3		7		6		4		83		17		9

		4		6		1		3		90		10		4.8				4		14		5		4		77		23		9.8				4		10		7		6		77		23		12.2				4		11		2		8		79		21		11.4				4		10		5		3		82		18		8

		5		12		4		0		84		16		4.8				5		10		10		13		67		33		21				5		20		11		15		54		46		25.6				5		18		11		9		62		38		19.2				5		21		6		10		63		37		17.8

		6		18		6		13		63		37		20.2				6		23		8		7		62		38		16.4				6		20		8		9		63		37		17.8				6		26		11		23		40		60		34.8				6		23		14		4		59		41		17

		7		26		11		5		58		42		16.8				7		22		10		12		56		44		22.4				7		26		10		19		45		55		30.2				7		16		6		26		52		48		32.8				7		17		15		22		46		54		34.4

												25.2		12.1666666667														31.7		16.2														34.7		17.5														37.7		20.3														31.7		15.7









19棚黒星 (データ加工) （成績書）

				調査日 チョウサビ						43574																												2019/5/8(初発) ショハツ														43605														43615														43629														43637														2019/6/21 果実 カジツ														43651														2019/７/５ 果実 カジツ														2019/７/１２（これ以降新梢のみ） イコウ シンショウ														2019/７/12 果実 カジツ														2019/７/12 果実汚れ カジツ ヨゴ								43663														2019/７/17  果実 カジツ												43673														2019/７/27 果実 カジツ														2019/７/2７ 果実汚れ カジツ ヨゴ								43684														2019/８/7 果実 カジツ														2019/８/７ 果実汚れ カジツ ヨゴ

										1						3						5						0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ				発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0				1		3		5		0		発病率(%) ハツビョウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド		1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0

				10						0						0						0						100										1						99								1						99														100														100														100																												100																												100

		NF+セイビアー		10						0						0						0						300		0.0				1.9				2						298		0.7		1.9				1						299		0.3		1.9				9		2		4		285		5.0		1.9				12		2		2		284		5.3		1.9				19		13		6		262		12.7		5.9				2						28		6.7		1.3				25		7		4		264		12.0		4.4				4		3		3		20		33.3		18.7				7		1				292		2.7		0.7				2		1		1		26		13.3		6.7								30				11		7		2		280		6.7		2.8				3						27		10.0		2.0		6		1		1		292		2.7		0.9				1						29		3.3		0.7				1		1		28				6		3				291		3.0		1.0				3		1		1		25		16.7		7.3				9		4		17

				11						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF＋セイビアー		11						0						0						0						300		0.0				0.5										300		0.0		0.5				1						299		0.3		0.5				2		2		2		294		2.0		0.5				4		1				295		1.7		0.5				10		1		1		288		4.0		1.2				0						30		0.0		0.0				13		2		1		284		5.3		1.6								1		29		3.3		3.3				6		4		4		286		4.7		2.5				1						29		3.3		0.7								30				8		6				286		4.7		1.7				2						28		6.7		1.3		10		2		2		286		4.7		1.7				0						30		0.0		0.0				0				30				7		1		1		291		3.0		1.0				1		1				28		6.7		2.7				7		2		21

				12						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		DMI		12						0						0						0						300		0.0				1.5										300		0.0		1.5				0						300		0.0		1.5				8		1				291		3.0		1.5				14		1		1		284		5.3		1.5				13		7		2		278		7.3		2.9				0						30		0.0		0.0				27		2		1		270		10.0		2.5				1		2		1		26		13.3		8.0				14		5		1		280		6.7		2.3				3		1				26		13.3		4.0						1		29				21		2				277		7.7		1.8				7		2				21		30.0		8.7		14		2		3		281		6.3		2.3				1		1				28		6.7		2.7				2				28				12						288		4.0		0.8				4		2		2		22		26.7		13.3				7		6		17

				13						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF180		13						0						0						0						300		0.0				0.9										300		0.0		0.9				1						299		0.3		0.9				5		5		1		289		3.7		0.9				3				2		295		1.7		0.9				29		15		11		245		18.3		8.6				1						29		3.3		0.7				27		10		3		260		13.3		4.8				2		1				27		10.0		3.3				13		2		1		284		5.3		1.6				6						24		20.0		4.0								30				12		4		1		283		5.7		1.9				2						28		6.7		1.3		12						288		4.0		0.8				2						28		6.7		1.3				0				30				8		6				286		4.7		1.7								1		29		3.3		3.3				9		4		17

				14						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF		14						0						0						0						300		0.0				0.1										300		0.0		0.1				1						299		0.3		0.1				3						297		1.0		0.1				2						298		0.7		0.1				8		1		4		287		4.3		2.1				0						30		0.0		0.0				17		7		6		270		10.0		4.5				2		1				27		10.0		3.3				13						287		4.3		0.9				0						30		0.0		0.0								30				17		3		2		278		7.3		2.4				1		1				28		6.7		2.7		13		5		2		280		6.7		2.5				1						29		3.3		0.7				1				29				5		4				291		3.0		1.1				1						29		3.3		0.7				7		5		18

				15						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF+セイビアー		15						0						0						0						300		0.0				0.7										300		0.0		0.7				4						296		1.3		0.7				4		1				295		1.7		0.7				5		2				293		2.3		0.7				9		2		1		288		4.0		1.3				0						30		0.0		0.0				17		9		3		271		9.7		3.9				2				2		26		13.3		8.0				10		4				286		4.7		1.5				1						29		3.3		0.7								30				15		4		2		279		7.0		2.5				1						29		3.3		0.7		19		3		1		277		7.7		2.2				2						28		6.7		1.3				1				29				7		5		1		287		4.3		1.8				3				1		26		13.3		5.3				7		3		20

				16						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		DMI		16						0						0						0						300		0.0				1.1										300		0.0		1.1				7						293		2.3		1.1				3				1		296		1.3		1.1				12				1		287		4.3		1.1				12		10		5		273		9.0		4.5				2				1		27		10.0		4.7				21		13		5		261		13.0		5.7				3		1		1		25		16.7		7.3				10		3		2		285		5.0		1.9				1						29		3.3		0.7						1		29				12		6				282		6.0		2.0				4				1		25		16.7		6.0		18		4		1		277		7.7		2.3				2						28		6.7		1.3				2				28				11		1				288		4.0		0.9				2		1		3		18		25.0		13.3				2		6		16

				17						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF＋セイビアー		17						0						0						0						300		0.0				0.1										300		0.0		0.1				3						297		1.0		0.1				3						297		1.0		0.1				1						299		0.3		0.1				7		1				292		2.7		0.7				0						30		0.0		0.0				7		5		7		281		6.3		3.8				3		2		3		22		26.7		16.0				9		3		2		286		4.7		1.9				2						28		6.7		1.3								30				19		9		4		268		10.7		4.4				1						29		3.3		0.7		12		3		2		283		5.7		2.1				1						29		3.3		0.7				2				28				7		2		1		290		3.3		1.2				1						29		3.3		0.7				7		3		20

				18						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF180		18						0						0						0						300		0.0				0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.0				0						300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				7		1				292		2.7		0.7						1				29		3.3		2.0				10		6		1		283		5.7		2.2				7		2				21		30.0		8.7				10		1				289		3.7		0.9				4						26		13.3		2.7								30				11		6				283		5.7		1.9				5						25		16.7		3.3		11				2		287		4.3		1.4				1						29		3.3		0.7				0				30				10		1				289		3.7		0.9				0						30		0.0		0.0				4		8		18

				19						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF		19						0						0						0						300		0.0				0.1										300		0.0		0.1				10						290		3.3		0.1				2						298		0.7		0.1				2						298		0.7		0.1				9				2		289		3.7		1.3				1						29		3.3		0.7				19		2		1		278		7.3		2.0				2				2		26		13.3		8.0				11		4		2		283		5.7		2.2				1		1				28		6.7		2.7				1				29				14		3		1		282		6.0		1.9				1				1		28		6.7		4.0		12		7		1		280		6.7		2.5				2						28		6.7		1.3				0				30				11		4				285		5.0		1.5						2				28		6.7		4.0				5		4		21

				20						0						0						0						100		0.0				0.0				1						99		1.0		0.1				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF+セイビアー		20						0						0						0						300		0.0				1.0				1						299		0.3		1.0				0						300		0.0		1.0				3						297		1.0		1.0				5				2		293		2.3		1.0				29		5		7		259		13.7		5.3						1				29		3.3		2.0				10		6		4		280		6.7		3.2				3		1		5		21		30.0		20.7				10		7		8		275		8.3		4.7								1		29		3.3		3.3								30				11		8		2		279		7.0		3.0				3						27		10.0		2.0		15		2				283		5.7		1.4				1						29		3.3		0.7				3				27				6		4				290		3.3		1.2				1				1		28		6.7		4.0				2		7		21

				21						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		DMI		21						0						0						0						300		0.0				1.1										300		0.0		1.1				1						299		0.3		1.1						1				299		0.3		1.1				9		1		1		289		3.7		1.1				10		2				288		4.0		1.1				1						29		3.3		0.7				15		4		2		279		7.0		2.5				4				1		25		16.7		6.0				8		7		1		284		5.3		2.3				1						29		3.3		0.7				1				29				19		6				275		8.3		2.5				1		1				28		6.7		2.7		9		5		1		285		5.0		1.9				2						28		6.7		1.3				0				30				5		2				293		2.3		0.7				8				1		21		30.0		8.7				9		7		14

				22						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF180		22						0						0						0						300		0.0				0.3										300		0.0		0.3				0						300		0.0		0.3				1						299		0.3		0.3				4						296		1.3		0.3				18		5		1		276		8.0		2.5				0						30		0.0		0.0				9		1		1		289		3.7		1.1				1						29		3.3		0.7				8		8		1		283		5.7		2.5				3						27		10.0		2.0				2				28				12		9		3		276		8.0		3.6				0						30		0.0		0.0		13		1				286		4.7		1.1				2						28		6.7		1.3				0				30				6		3		1		290		3.3		1.3				0						30		0.0		0.0				4		4		22

				23						0						0						0						100		0.0				0.0				0		1		0		99		1.0		0.2				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF＋セイビアー		23						0						0						0						300		0.0				0.5				0		1		0		299		0.3		0.5				0						300		0.0		0.5				1		1				298		0.7		0.5				4		1				295		1.7		0.5				8		5		7		280		6.7		3.9				0						30		0.0		0.0				12		1		1		286		4.7		1.3				1		1				28		6.7		2.7				8		3				289		3.7		1.1				2						28		6.7		1.3								30				13		4		2		281		6.3		2.3				1		2				27		10.0		4.7		14		1				285		5.0		1.1				2		1				27		10.0		3.3				0				30				12		1		2		285		5.0		1.7				2		1				27		10.0		3.3				5		4		21

				24						0						0						0						100		0.0				0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF		24						0						0						0						300		0.0				0.1										300		0.0		0.1				6						294		2.0		0.1				3						297		1.0		0.1				1						299		0.3		0.1				16		5		5		274		8.7		3.7								1		29		3.3		3.3				16		4		1		279		7.0		2.2				2		2				26		13.3		5.3				20		3				277		7.7		1.9				3		1		2		24		20.0		10.7								30				22		3				275		8.3		2.1				3		1		1		25		16.7		7.3		9		4		3		284		5.3		2.4				1		1				28		6.7		2.7				1				29				11		2		1		286		4.7		1.5				1		1		2		26		13.3		9.3				7		11		12

		葉　発病葉率 ハ ハツビョウ ヨウ リツ		43574						43593						43605						43615						43629		43637				43651		43658		43663		43673		43684

		葉 ハ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ						発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ						発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ						発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ						発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ				発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ

		MIF区 ク		0						0.0						1.9						0.9						0.6		5.6				8.1		5.9		7.2		6.2		4.2

		NF区 ク		0						0.0						0.2						1.3						1.0		9.7				7.6		4.9		6.4		4.3		3.9

		MIF＋セイビア区 ク		0						0.1						0.4						1.2						1.2		4.4				5.4		4.3		7.2		5.1		3.8

		NF+セイビア区 ク		0						0.3						0.6						2.6						3.3		10.1				9.4		5.2		6.9		5.3		3.6

		慣行区 カンコウ ク		0						0.0						0.9						1.6						4.4		6.8				10.0		5.7		7.3		6.3		3.4



		葉　発病度 ハ ハツビョウ ド		43574						43593						43605						43615						43629		43637				43651		43658		43662		43673		43684

		MIF		0						0.0						0.4						0.2						0.1		2.4				2.9		1.7		2.1		2.5		1.4

		NF180		0						0.0						0.0						0.6						0.4		3.9				2.7		1.6		2.5		1.1		1.3

		MIF＋セイビアー		0						0.1						0.1						0.6						0.3		1.9				2.2		1.8		2.8		1.6		1.3

		NF+セイビアー		0						0.1						0.1						1.0						1.2		4.2				3.8		2.3		2.8		1.5		1.3

		慣行区 カンコウ ク		0						0.0						0.2						0.5						1.2		2.8				3.6		2.2		2.1		2.2		0.8



		果実 カジツ		発病果率 ハツビョウ カ リツ																										43637				43651		43658		43662		43673		43684

																												果実 カジツ		発病果率 ハツビョウ カ リツ

		MIF																										MIF		2.2				12.2		8.9		10.0		5.6		7.8

		NF180																										NF180		2.2				14.4		14.4		7.8		5.6		1.1

		MIF＋セイビアー																										MIF＋セイビアー		0.0				12.2		5.6		6.7		4.4		6.7

		NF+セイビアー																										NF+セイビアー		3.3				25.6		6.7		7.8		4.4		12.2

		慣行区 カンコウ ク																										慣行区 カンコウ ク		4.4				15.6		6.7		17.8		6.7		27.2

				発病度 ハツビョウ ド																										発病度 ハツビョウ ド

		MIF																										MIF		1.3				5.6		4.4		4.7		1.6		4.7

		NF180																										NF180		0.9				4.2		2.9		1.6		1.1		1.1

		MIF＋セイビアー																										MIF＋セイビアー		0.0				7.3		1.1		2.2		1.3		2.2

		NF+セイビアー																										NF+セイビアー		1.1				15.8		3.6		1.6		0.9		5.6

		慣行区 カンコウ ク																										慣行区 カンコウ ク		1.8				7.1		1.8		5.8		1.8		11.8





		果実汚れ カジツ ヨゴ		汚れ果率 ヨゴ カ リツ																										汚れ果率 ヨゴ カ リツ				果実汚れ カジツ ヨゴ		43658		43662		43673		43684

		MIF																																MIF		1.1				2.2		43.3

		NF180																																NF180		2.2				0.0		36.7

		MIF＋セイビアー																																MIF＋セイビアー		0.0				2.2		31.1

		NF+セイビアー																																NF+セイビアー		0.0				6.7		35.6

		DMI																																DMI		3.3				4.4		41.1

				汚れ度 ヨゴ ド

		MIF																												汚れ度 ヨゴ ド				MIF		0.6				1.1		32.8

		NF180																																NF180		1.1				0.0		27.2

		MIF＋セイビアー																																MIF＋セイビアー		0.0				1.1		20.6

		NF+セイビアー																																NF+セイビアー		0.0				3.9		25.6

		DMI																																DMI		2.8				2.2		31.1



		試験区 シケン ク		43574						43593						43605						43615						43629						43637

				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		MIF区 ク		0		0				0		0				1.9		0.4				0.9		0.2				0.6		0.1				5.6		2.4

		NF区 ク		0		0				0		0				0.2		0.0				1.3		0.6				1.0		0.4				9.7		3.9

		MIF＋セイビア区 ク		0		0				0.1		0.1				0.4		0.1				1.2		0.6				1.2		0.3				4.4		1.9

		NF+セイビア区 ク		0		0				0.3		0.1				0.6		0.1				2.6		1.0				3.3		1.2				10.1		4.2

		慣行区 カンコウ ク		0		0				0		0				0.9		0.2				1.6		0.5				4.4		1.2				6.8		2.8



		試験区 シケン ク		43651						43658						43662						43673						43684

				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		MIF		8.1		2.9				5.9		1.7				7.2		2.1				6.2		2.5				4.2		1.4

		NF180		7.6		2.7				4.9		1.6				6.4		2.5				4.3		1.1				3.9		1.3

		MIF＋セイビアー		5.4		2.2				4.3		1.8				7.2		2.8				5.1		1.6				3.8		1.3

		NF+セイビアー		9.4		3.8				5.2		2.3				6.9		2.8				5.3		1.5				3.6		1.3

		慣行区 カンコウ ク		10.0		3.6				5.7		2.2				7.3		2.1				6.3		2.2				3.4		0.8





		試験区 シケン ク		43593						43605						43615						43629						43637

				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		Ｍ区 ク		0		0				1.9		0.4				0.9		0.2				0.6		0.1				5.6		2.4

		Ｎ区 ク		0		0				0.2		0.0				1.3		0.6				1.0		0.4				9.7		3.9

		Ｍセ区 ク		0.1		0.1				0.4		0.1				1.2		0.6				1.2		0.3				4.4		1.9

		Ｎセ区 ク		0.3		0.1				0.6		0.1				2.6		1.0				3.3		1.2				10.1		4.2

		慣行区 カンコウ ク		0		0				0.9		0.2				1.6		0.5				4.4		1.2				6.8		2.8

		無散布（隣接立木） ム サンプ リンセツ タ キ		2		0.5				5.3		1.8				11.2		4.3				13.3		6.9				25.2		12.2



		試験区 シケン ク		43651						43658						43662						43673						43684

				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病葉率（％） ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		Ｍ区 ク		8.1		2.9				5.9		1.7				7.2		2.1				6.2		2.5				4.2		1.4

		Ｎ区 ク		7.6		2.7				4.9		1.6				6.4		2.5				4.3		1.1				3.9		1.3

		Ｍセ区 ク		5.4		2.2				4.3		1.8				7.2		2.8				5.1		1.6				3.8		1.3

		Ｎセ区 ク		9.4		3.8				5.2		2.3				6.9		2.8				5.3		1.5				3.6		1.3

		慣行区 カンコウ ク		10.0		3.6				5.7		2.2				7.3		2.1				6.3		2.2				3.4		0.8

		無散布（隣接立木） ム サンプ リンセツ タ キ		31.7		16.2				━		━				34.7		17.5				37.7		20.3				31.7		15.7



		試験区 シケン ク		43637						43651						43658						43662						43673						43684

				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		Ｍ区 ク		2.2		1.3				12.2		5.6				8.9		4.4				10.0		4.7				5.6		1.6				7.8		4.7

		Ｎ区 ク		2.2		0.9				14.4		4.2				14.4		2.9				7.8		1.6				5.6		1.1				1.1		1.1

		Ｍセ区 ク		0.0		0.0				12.2		7.3				5.6		1.1				6.7		2.2				4.4		1.3				6.7		2.2

		Ｎセ区 ク		3.3		1.1				25.6		15.8				6.7		3.6				7.8		1.6				4.4		0.9				12.2		5.6

		慣行区 カンコウ ク		4.4		1.8				15.6		7.1				6.7		1.8				17.8		5.8				6.7		1.8				27.2		11.8



		試験区 シケン ク		43662						43673						43684

				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド

		Ｍ区 ク		10.0		4.7				5.6		1.6				7.8		4.7

		Ｎ区 ク		7.8		1.6				5.6		1.1				1.1		1.1

		Ｍセ区 ク		6.7		2.2				4.4		1.3				6.7		2.2

		Ｎセ区 ク		7.8		1.6				4.4		0.9				12.2		5.6

		慣行区 カンコウ ク		17.8		5.8				6.7		1.8				27.2		11.8



















																																				43651		43658		43662		43673

				43637				43651		43658		43662		43673		43684

		果実 カジツ		発病果率 ハツビョウ カ リツ																																12.2		8.9		10.0		5.6

		MIF		2.2				12.2		8.9		10.0		5.6		7.8																				14.4		14.4		7.8		5.6

		NF180		2.2				14.4		14.4		7.8		5.6		1.1																				12.2		5.6		6.7		4.4

		MIF＋セイビアー		0.0				12.2		5.6		6.7		4.4		6.7																				25.6		6.7		7.8		4.4

		NF+セイビアー		3.3				25.6		6.7		7.8		4.4		12.2																				15.6		6.7		17.8		6.7

		慣行区 カンコウ ク		4.4				15.6		6.7		17.8		6.7		27.2

				発病度 ハツビョウ ド																																5.6		4.4		4.7		1.6

		MIF		1.3				5.6		4.4		4.7		1.6		4.7																				4.2		2.9		1.6		1.1

		NF180		0.9				4.2		2.9		1.6		1.1		1.1																				7.3		1.1		2.2		1.3

		MIF＋セイビアー		0.0				7.3		1.1		2.2		1.3		2.2																				15.8		3.6		1.6		0.9

		NF+セイビアー		1.1				15.8		3.6		1.6		0.9		5.6																				7.1		1.8		5.8		1.8

		慣行区 カンコウ ク		1.8				7.1		1.8		5.8		1.8		11.8



		試験区 シケン ク		43658						43673						43684						43662														汚れ果率 ヨゴ カ リツ				果実汚れ カジツ ヨゴ		43658		43662		43673		43684

				汚れ果率（％） ヨゴ カ リツ		汚れ度 ヨゴ ド				汚れ果率（％） ヨゴ カ リツ		汚れ度 ヨゴ ド				汚れ果率（％） ヨゴ カ リツ		汚れ度 ヨゴ ド				発病果率（％） ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド																MIF		1.1				2.2		43.3

		Ｍ区 ク		1.1		0.6				2.2		1.1				43.3		32.8				10.0		4.7																NF180		2.2				0.0		36.7

		Ｎ区 ク		2.2		1.1				0.0		0.0				36.7		27.2				7.8		1.6																MIF＋セイビアー		0.0				2.2		31.1

		Ｍセ区 ク		0.0		0.0				2.2		1.1				31.1		20.6				6.7		2.2																NF+セイビアー		0.0				6.7		35.6

		Ｎセ区 ク		0.0		0.0				6.7		3.9				35.6		25.6				7.8		1.6																DMI		3.3				4.4		41.1

		慣行区 カンコウ ク		3.3		2.8				4.4		2.2				41.1		31.1				17.8		5.8

																																				汚れ度 ヨゴ ド				MIF		0.6				1.1		32.8

																																								NF180		1.1				0.0		27.2

																																								MIF＋セイビアー		0.0				1.1		20.6

																																								NF+セイビアー		0.0				3.9		25.6

																																								DMI		2.8				2.2		31.1



発病果率



MIF	43637	43651	43658	43662	43673	43684	2.2222222222222223	12.222222222222223	8.8888888888888893	10	5.5555555555555562	7.7777777777777786	NF180	43637	43651	43658	43662	43673	43684	2.2222222222222223	14.444444444444445	14.444444444444445	7.7777777777777777	5.5555555555555562	1.1111111111111112	MIF＋セイビアー	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	12.222222222222221	5.5555555555555562	6.666666666666667	4.4444444444444446	6.666666666666667	NF+セイビアー	43637	43651	43658	43662	43673	43684	3.3333333333333335	25.555555555555554	6.6666666666666696	7.7777777777777786	4.4444444444444446	12.222222222222221	慣行区	43637	43651	43658	43662	43673	43684	4.4444444444444446	15.555555555555555	6.666666666666667	17.777777777777775	6.666666666666667	27.222222222222225	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	







発病葉率（％）

MIF区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	1.8888888888888891	0.88888888888888895	0.55555555555555569	5.5555555555555562	8.1111111111111107	5.8888888888888884	7.2222222222222214	6.2222222222222223	4.2222222222222223	NF区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	0.22222222222222224	1.3333333333333333	1	9.6666666666666661	7.5555555555555562	4.8888888888888884	6.4444444444444438	4.333333333333333	3.8888888888888893	MIF＋セイビア区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0.11111111111111112	0.44444444444444448	1.2222222222222223	1.2222222222222223	4.4444444444444446	5.4444444444444455	4.333333333333333	7.2222222222222241	5.1111111111111107	3.7777777777777781	NF+セイビア区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0.33333333333333331	0.55555555555555569	2.5555555555555558	3.3333333333333339	10.111111111111112	9.4444444444444446	5.2222222222222223	6.8888888888888893	5.333333333333333	3.5555555555555558	慣行区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	0.88888888888888895	1.5555555555555556	4.4444444444444446	6.7777777777777777	10	5.666666666666667	7.333333333333333	6.333333333333333	3.4444444444444446	







黒星病発病度



MIF	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	0	0.37777777777777777	0.17777777777777781	0.1111111111111111	2.3555555555555556	2.9111111111111114	1.6666666666666667	2.1111111111111112	2.4888888888888889	1.377777777777778	NF180	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	0	4.4444444444444446E-2	0.57777777777777783	0.37777777777777777	3.9333333333333331	2.7111111111111108	1.6444444444444446	2.4888888888888889	1.08888888	88888888	1.3111111111111111	MIF＋セイビアー	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	6.6666666666666666E-2	8.8888888888888892E-2	0.55555555555555547	0.33333333333333331	1.9111111111111112	2.2444444444444445	1.8444444444444443	2.8222222222222224	1.6444444444444446	1.288888888888889	NF+セイビアー	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	6.6666666666666666E-2	0.1111111111111111	1.0000000000000002	1.2	4.155555555555555	3.844444444444445	2.2888888888888892	2.7555555555555551	1.5111111111111111	1.3333333333333333	慣行区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43662	43673	43684	0	0	0.17777777777777778	0.48888888888888887	1.2444444444444442	2.8222222222222224	3.5555555555555554	2.1555555555555554	2.088888888888889	2.2000000000000002	0.8222222222222223	
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				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ																														表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				供試薬剤 キョウシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ						調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ

																																										発病指数0 ハツビョウ シスウ		発病指数1 ハツビョウ シスウ		発病指数3 ハツビョウ シスウ		発病指数5 ハツビョウ シスウ

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		73								73		0.0		0.0		ー										供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		73								73

		43628		市原市 イチハラ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		96								96		0.0		0.0		ー						43628		市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		96								96

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		66								66		0.0		0.0								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		66								66

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		48								48		0.0		0.0		ー						6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48								48

		43628		船橋市 フナバシ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		49								49		0.0		0.0		ー						43628		船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		49								49

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		58								58		0.0		0.0								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		58								58

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		86								86		0.0		0.0		ー						6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		86								86

		43633		市川市 イチカワ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		73								73		0.0		0.0		ー						43633		市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		73								73

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		48								48		0.0		0.0								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48								48

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		43								43		0.0		0.0		ー						6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		43								43

		43628		白井市① シロイ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		58								58		0.0		0.0		ー						43628		白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		58								58

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		59								59		0.0		0.0								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		59								59

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		72								72		0.0		0.0		100.0										供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		72								72

		43623		白井市② シロイシ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		80		3						83		3.6		0.7		88.2						43623		白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		80		3						83

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		42		3		4				49		14.3		6.1								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		42		3		4				49

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		72								72		0.0		0.0		100.0										供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		72								72

		43609		香取市 カトリ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		60		3						63		4.8		1.0		97.1						43609		香取市助沢 カトリ シ スケザワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		60		3						63

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		31		8		1		16		56		44.6		32.5								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		31		8		1		16		56

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		92								92		0.0		0.0		ー										供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		92								92

		43628		一宮町 イチ ミヤ マチ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		70								70		0.0		0.0		ー						43628		一宮町綱田 イチ ミヤ マチ ツナダ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		70								70

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		96								96		0.0		0.0								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		96								96

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		64								64		0.0		0.0		100.0										供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		64								64

		43615		木更津市 キサラズ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		60		2						62		3.2		0.6		93.2						43615		木更津市草敷 キサラズ シ クサ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		60		2						62

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		43		7		3		2		55		21.8		9.5								(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		43		7		3		2		55

				千葉市
（農林総研） チバシ ノウリン ソウケン		供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		51								51		0.0		0.0		100.0										供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		51								51

		43628				対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		34		5				1		40		15.0		5.0		77.6						43628		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		34		5				1		40

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		28		12		5		6		51		45.1		22.4								(調査） チョウサ		(棚下) タナ シタ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		28		12		5		6		51

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ																														・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ																														・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ																														・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ



































19 DMI鉢苗  成績書用 (2)

				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ																																				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				供試薬剤 キョウシ ヤクザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		2018年 ネン								201９年 ネン										調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		希釈
倍率 キシャク バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

																						発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ				発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

						供試区 キョウ シ ク		ジフェノコナゾール		4,000		73								73		5.3		1.1		96.2				0.0		0.0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		54		3		0		0		57		5.3%		1.1		96.2

		43628		市原市 イチハラ シ		対照区 タイショウ ク		イミノクタジンアルベシル酸塩 サン エン		1,500		96								96		3.7		0.7		97.6				0.0		0.0		ー						市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		2		0		0		54		3.7%		0.7		97.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		66								66		41.8		28.7						0.0		0.0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		6		6		11		55		41.8%		28.7

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		48								48		1.6		0.3		93.3				0.0		0.0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33		1		0		0		34		2.9%		0.6		84.2

		43628		船橋市 フナバシ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		49								49		4.3		0.9		80.0				0.0		0.0		ー						市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		83		4		0		0		87		4.6%		0.9		76.3

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		58								58		15.5		4.5						0.0		0.0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		4		1		0		37		13.5%		3.8

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		86								86		2.9		0.6		84.2				0.0		0.0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		60		1		0		0		61		1.6%		0.3		93.3

		43633		市川市 イチカワ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		73								73		4.6		0.9		76.3				0.0		0.0		ー						船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		44		2		0		0		46		4.3%		0.9		80.0

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48								48		13.5		3.8						0.0		0.0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		49		7		2		0		58		15.5%		4.5

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		43								43		9.4		1.9		61.2				0.0		0.0		ー								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48		5		0		0		53		9.4%		1.9		61.2

		43628		白井市① シロイ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		58								58		5.5		1.1		77.6				0.0		0.0		ー						白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		3		0		0		55		5.5%		1.1		77.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		59								59		20.4		4.9						0.0		0.0										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		39		9		1		0		49		20.4%		4.9

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		72								72		5.6		1.1		82.3				0.0		0.0		100.0								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		68		4		0		0		72		5.6%		1.1		82.3

		43623		白井市② シロイシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		80		3						83		3.1		0.6		90.3				3.6		0.7		88.2						白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		63		2		0		0		65		3.1%		0.6		90.3

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		42		3		4				49		27.7		6.2						14.3		6.1										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		47		17		1		0		65		27.7%		6.2

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		72								72		1.8		0.4		95.1				0.0		0.0		100.0								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		56		1		0		0		57		1.8%		0.4		95.1

		43609		香取市 カトリ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		60		3						63		6.1		1.2		85.4				4.8		1.0		97.1						香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		62		4		0		0		66		6.1%		1.2		85.4

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		31		8		1		16		56		23.9		8.2						44.6		32.5										無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		54		12		4		1		71		23.9%		8.2

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		92								92		ー		ー		ー				0.0		0.0		ー						・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		43628		一宮町 イチ ミヤ マチ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		70								70		ー		ー		ー				0.0		0.0		ー						・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		96								96		ー		ー		ー				0.0		0.0								・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		64								64		ー		ー		ー				0.0		0.0		100.0

		43615		木更津市 キサラズ シ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		60		2						62		ー		ー		ー				3.2		0.6		93.2

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		43		7		3		2		55		ー		ー		ー				21.8		9.5

				千葉市
（農林総研） チバシ ノウリン ソウケン		供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		51								51		ー		ー		ー				0.0		0.0		100.0

		43628				対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500		34		5				1		40		ー		ー		ー				15.0		5.0		77.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		28		12		5		6		51		ー		ー		ー				45.1		22.4

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ



































19 秋型病斑

						表　各調査圃場における黒星病秋型病斑の発病状況 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ アキガタ ビョウハン ハツビョウ ジョウキョウ

				調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ		発病指数 ハツビョウ シスウ						全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

								発病指数0 ハツビョウ シスウ		発病指数1 ハツビョウ シスウ		発病指数２ ハツビョウ シスウ

				43755		市川 イチカワ		300						300		0.0		0.0

				43755		船橋市農業センター フナバシ シ ノウギョウ		300						300		0.0		0.0

				43759		鎌ヶ谷（吉田） カマガヤ ヨシダ		300						300		0.0		0.0

				43759		鎌ヶ谷（松本） カマガヤ マツモト		300						300		0.0		0.0

				43766		14号 ゴウ		300						300		0.0		0.0

				43766		1号 ゴウ		298		1		1		300		0.7		0.5

				43766		立木無処理① タチキ ム ショリ		189		102		9		300		37.0		20.0

				43766		立木無処理② タチキ ム ショリ		101		128		71		300		66.3		45.0

				43766		立木梨ナビ① タチキ ナシ		105		143		52		300		65.0		41.2

				43766		立木梨ナビ② タチキ ナシ		187		78		35		300		37.7		24.7

				43766		立木暦日① タチキ レキジツ		193		95		12		300		35.7		19.8

				43766		立木暦日② タチキ レキジツ		167		96		37		300		44.3		28.3

				43766		棚フィールドサーバー タナ		289		11		0		300		3.7		1.8

				43766		棚アメダス タナ		283		15		2		300		5.7		3.2

				43766		棚暦日 タナ レキジツ		283		17				300		5.7		2.8

				43766		棚無処理 タナ ム ショリ		290		10				300		3.3		1.7

				・発病指数→０：発病なし、１：葉面積の半分以下/葉、２：葉面積の半分以上/葉 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ハ メンセキ ハンブン イカ ハ イジョウ

				・新梢葉を調査（1圃場１樹300枚） シンショウ ハ テンヨウ チョウサ ホジョウ ジュ マイ





19　心腐

		2019		ナシ心腐れ評価試験 ココロ クサ ヒョウカ シケン

		処理状況 ショリ ジョウキョウ		区画 クカク		収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ										収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ

						8/9⇒8/16										8/13⇒8/20								8/16⇒8/23								8/23⇒8/30								8/28⇒9/4								8/30⇒9/6								9/3⇒9/10

						病斑なし ビョウハン				心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		その他 タ

		NF+セイビアー		10		1						1				2		1						1								1		2						14		3				1		9		5

		MIF＋セイビアー		11								0				5		1						1								8		3						16		4				1		11		8						12		7

		DMI		12		1						1				2								4		3						19		6						31		16						33		14

		NF180		13								0				1								4		1						3		2						12		2						4		2

		MIF		14								0				1																4		1						21		8						21		10

		NF+セイビアー		15								0																				7		2						11		9				2		15		3

		DMI		16								0												4		0						1								5		3						1

		MIF＋セイビアー		17								0				3		1														7		2						18		2						35		8

		NF180		18								0						1						1								14		3						20		7						30		12

		MIF		19								0				1								3								6		1						14		1						16		6

		NF+セイビアー		20								0				1								2		1						4		2						13		3				1		12		1

		DMI		21								0				3		1						1		2						12		7						20		13						28		11

		NF180		22								0																				15		6						23		16						23		2

		MIF＋セイビアー		23						1		1				4		1						2		3						5		4						14		5				1		18		9

		MIF		24		1						1				4								3								7		0						9		1						8		2



						病斑なし ビョウハン				心腐れ シン グサレ		全果実 ゼン カジツ		発症果率 ハッショウ カ リツ

		NF+セイビアー		10		28				11		39		28.2

				15		33				14		47		29.8

				20		32				7		39		17.9		25.3

		MIF		14		47				19		66		28.8

				19		40				8		48		16.7

				24		32				3		35		8.6		18.0

		NF180		13		24				7		31		22.6

				18		65				23		88		26.1

				22		61				24		85		28.2		25.7

		MIF＋セイビアー		11		53				23		76		30.3

				17		63				13		76		17.1

				23		43				23		66		34.8		27.4

		DMI		12		90				39		129		30.2

				16		11				3		14		21.4

				21		64				34		98		34.7		28.8



		試験区 シケン ク		反復 ハンプク		調査果数 チョウサ カ スウ		発症果数 ハッショウ カ スウ		発症果率（％） ハッショウ カ リツ		薬害 ヤクガイ		43684

				Ⅰ		66		19		28.8		－

		Ｍ区 ク		Ⅱ		48		8		16.7		－

				Ⅲ		35		3		8.6		－

				平均 ヘイキン						18.0

				Ⅰ		31		7		22.6		－				7.8

		Ｎ区 ク		Ⅱ		88		23		26.1		－

				Ⅲ		85		24		28.2		－

				平均 ヘイキン						25.7

				Ⅰ		76		23		30.3		－				1.1

		Ｍセ区 ク		Ⅱ		76		13		17.1		－

				Ⅲ		66		23		34.8		－

				平均 ヘイキン						27.4

				Ⅰ		39		11		28.2		－

		Ｎセ区 ク		Ⅱ		47		14		29.8		－				6.7

				Ⅲ		39		7		17.9		－

				平均 ヘイキン						25.3						12.2

				Ⅰ		129		39		30.2		－				27.2

		慣行区 カンコウ ク		Ⅱ		14		3		21.4		－

				Ⅲ		98		34		34.7		－

				平均 ヘイキン						28.8





19 調査結果 (立ち木委託試験) 1区2樹３連

				立ち木委託試験　調査日6月12日 タ キ イタク シケン チョウサビ ガツ ニチ																								※赤星はいずれも発病指数１のみ アカホシ ハツビョウ シスウ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ		番号 バンゴウ		テープ
の色 ショク		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		薬害 ヤクガイ		赤星発生数 アカホシ ハッセイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

										0		1.0		3.0		5.0

				BAF1707		①				243		0.0		0.0		0.0		243		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				217		0.0		0.0		0.0		217		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		43258				⑤				229		0.0		0.0		0.0		229		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				229.6666666667		0.0		0.0				230		0.0%		0.0		100.0				0.0		0.00		0.0		100.0

				ホスプラス
＋チオノック		①				214		0.0		0.0		0.0		214		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		0

		(調査） チョウサ				③				210		0.0		0.0		0.0		210		0.0%		0.0		100.0		－		1		0.00		0.1		3.8

		43258				⑤				222		1.0		0.0		0.0		223		0.4%		0.1		98.8		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				215.3333333333		0.3						216		0.1%		0.0		99.6				0.3		0.00		0.0		68.8

				チオノック		①				210		4.0		0.0		0.0		214		1.9%		0.4		95.1		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				218		2.0		1.0		0.0		221		1.4%		0.5		94.0		－		1		0.00		0.1		8.6

		43255				⑤				214		3.0		0.0		0.0		217		1.4%		0.3		96.4		－		1		0.00		0.1		6.9

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				214		3.0						217		1.5%		0.4		95.2				0.7		0.00		0.1		38.0

				ホスプラス		①				228		9.0		1.0		1.0		239		4.6%		1.4		81.2		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				232		6.0		0.0		0.0		238		2.5%		0.5		93.4		－		1		0.00		0.1		15.1

		43258				⑤				231		3.0		1.0		0.0		235		1.7%		0.5		93.3		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				230.3333333333		6.0		0.7		0.3		237		2.9%		0.8		89.3				0.3		0.00		0.0		71.6

				ベルクート		①				241		0.0		0.0		0.0		241		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		0

		(調査） チョウサ				③				233		2.0		0.0		0.0		235		0.9%		0.2		97.8		－		1		0.00		0.1		14.0

		43258				⑤				247		3.0		0.0		0.0		250		1.2%		0.2		96.8		－		1		0.00		0.1		19.2

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				240.3333333333		1.7		0.0				242		0.7%		0.1		98.2				0.7		0.00		0.1		44.4

				セイビアー		①				207		5.0		0.0		0.0		212		2.4%		0.5		93.8		－		0		0.00		0.0		0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				229		5.0		0.0		0.0		234		2.1%		0.4		94.4		－		6		0.03		0.5		0

		43255				⑤				218		2.0		1.0		0.0		221		1.4%		0.5		94.0		－		1		0.00		0.1		8.6

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				218		4.0		0.3				222		2.0%		0.5		94.1				2.3		0.01		0.2		-112.0

				NF180		①				214		0.0		0.0		0.0		214		0.0%		0.0		100.0		－		3		0.01		0.3		-183.2

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				206		0.0		0.0		0.0		206		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		43258				⑤				233		0.0		0.0		0.0		233		0.0%		0.0		100.0		－		5		0.02		0.4		-333.5

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				217.6666666667		0.0						218		0.0%		0.0		100.0				2.7		0.01		0.2		-147.5

				無処理 ム ショリ		①				225		16.0		2.0		3.0		246		8.5%		3.0						1		0.00		0.1

		(調査） チョウサ				③				216		21.0		14.0		17.0		268		19.4%		11.0						1		0.00		0.1

		43258				⑤				248		19.0		13.0		14.0		294		15.6%		8.7						2		0.01		0.1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				229.6666666667		18.7		9.7		11.3		269		14.5%		7.6						1.3		0.00		0.1

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ







1９ 黒星 (四捨五入)

				立ち木委託試験　調査日：6月12日　散布日：４月19日，29，５月10，20，30日 タ キ イタク シケン チョウサビ ガツ ニチ サンプ ビ ガツ ニチ ガツ ガツニチ																								※赤星はいずれも発病指数１のみ アカホシ ハツビョウ シスウ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ		番号 バンゴウ		テープ
の色 ショク		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		薬害 ヤクガイ		赤星発生数 アカホシ ハッセイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ				調査圃場 チョウサ ホジョウ		発病指数 ハツビョウ シスウ										発病指数 ハツビョウ シスウ

										0		1		3		5																								0		1		3		5		赤星 アカホシ		0		1		3		5		赤星 アカホシ

				BAF1707		①				243		0		0		0		243		0%		0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0				BAF1707		109								0		134								0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				217		0		0		0		217		0%		0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0						108								0		109								0

		43258				⑤				229		0		0		0		229		0%		0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0						110								0		119								0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				229.6666666667		0.0		0.0				230		0%		0		100.0				0.0		0.00		0.0		100.0

				ホスプラス
＋チオノック		①				214		0		0		0		214		0%		0		100.0		－		0		0.00		0.0		0				ホスプラス
＋チオノック		104								0		110								0

		(調査） チョウサ				③				210		0		0		0		210		0%		0		100.0		－		1		0.00		0.1		3.8						101								0		109								1

		43258				⑤				222		1		0		0		223		0.4%		0.1		98.8		－		0		0.00		0.0		100.0						103								0		119		1						0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				215.3333333333		0.3333333333		0		0		216		0.1%		0.0		99.6				0.3		0.00		0.0		68.8

				チオノック		①				210		4		0		0		214		1.9%		0.4		95.1		－		0		0.00		0.0		100.0				チオノック		102		2						0		108		2						0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				218		2		1		0		221		1.4%		0.5		94.0		－		1		0.00		0.1		8.6						108				1				1		110		2						0

		43255				⑤				214		3		0		0		217		1.4%		0.3		96.4		－		1		0.00		0.1		6.9						104		2						0		110		1						1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				214		3		0.3333333333		0		217		1.6%		0.4		95.2				0.7		0.00		0.1		37.9

				ホスプラス		①				228		9		1		1		239		4.6%		1.4		81.2		－		0		0.00		0.0		100.0				ホスプラス		121		3				1		0		107		6		1				0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				232		6		0		0		238		2.5%		0.5		93.4		－		1		0.00		0.1		15.1						119		5						1		113		1						0

		43258				⑤				231		3		1		0		235		1.7%		0.5		93.3		－		0		0.00		0.0		100.0						121		1		1				0		110		2						0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				230.3333333333		6		0.6666666667		0.3333333333		237		2.9%		0.8		89.3				0.3		0.00		0.0		71.6

				ベルクート		①				241		0		0		0		241		0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		0				ベルクート		117		0						0		124		0						0

		(調査） チョウサ				③				233		2		0		0		235		0.9%		0.2		97.8		－		1		0.00		0.1		14.0						116		2						1		117		0						0

		43258				⑤				247		3		0		0		250		1.2%		0.2		96.8		－		1		0.00		0.1		19.2						103		1						1		144		2						0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				240.3333333333		1.7		0.0				242		0.7%		0.1		98.7				0.7		0.00		0.1		44.4

				セイビアー		①				207		5		0		0		212		2.4%		0.5		93.8		－		0		0.00		0.0		0				セイビアー		106		3						0		101		2						0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				229		5		0		0		234		2.1%		0.4		94.4		－		6		0.03		0.5		0						113		1						6		116		4						0

		43255				⑤				218		2		1		0		221		1.4%		0.5		94.0		－		1		0.00		0.1		8.6						110		2						1		108				1				0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				218		4.0		0.3				222		2.0%		0.5		94.1				2.3		0.01		0.2		-112.0

				NF180		①				214		0		0		0		214		0.0%		0.0		100.0		－		3		0.01		0.3		-183.2				NF180		108								2		106								1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				206		0		0		0		206		0.0%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0						103										103

		43258				⑤				233		0		0		0		233		0.0%		0.0		100.0		－		5		0.02		0.4		-333.5						120										113								5

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				217.6666666667		0.0						218		0.0%		0.0		100.0				2.7		0.01		0.2		-147.5

				無処理 ム ショリ		①				225		16		2		3		246		8.5%		3.0						1		0.00		0.1						無処理 ム ショリ		118		10		1		3		0		107		6		1				1

		(調査） チョウサ				③				216		21		14		17		268		19.4%		11.0						1		0.00		0.1								93		14		8		5		1		123		7		6		12		0

		43258				⑤				248		19		13		14		294		15.6%		8.7						2		0.01		0.1								125		7		7		3		1		123		12		6		11		1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				229.6666666667		18.7		9.7		11.3		269		14.5%		7.6						1.3		0.00		0.1

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ







19 黒星接種 (成績書)

						表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		接種日 セッシュ ビ		調査日 チョウサ ビ		採取圃場 サイシュ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

														0		1		3		5

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		12								12		0.0		0.0		100.0

		43648		43668		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		6		3				3		12		50.0		30.0

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33								33		0.0		0.0		100.0

		43648		43668		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		46								46		0.0		0.0		100.0

						全葉 ゼン ハ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		23		3				3		29		20.7		12.4

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		12								12		0		0		100

		43648		43675		香取市助沢 カトリ シ スケザワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0		0		100

								無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		1		2		2		7		12		91.7		71.7

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						一宮 イチ ミヤ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						木更津 キサラズ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		18								18		0.0		0.0		100

		43650		43668		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		17		3		2		2		24		29.2		15.8

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48								48		0.0		0.0		100

		43650		43668		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		45								45		0.0		0.0		100

						全葉 ゼン ハ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48		3		2		2		55		12.7		6.9

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		18								18		0		0		100

		43650		43677		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0		0		100

								無散布区 ム サンプ ク		無処理 ム ショリ		ー		4		1		1		12		18		77.8		71.1

















19 黒星接種

						表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		接種日 セッシュ ビ		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

														発病指数0 ハツビョウ シスウ		発病指数1 ハツビョウ シスウ		発病指数3 ハツビョウ シスウ		発病指数5 ハツビョウ シスウ

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		12								12		0.0		0.0		100.0

		43648		43668		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		6		3				3		12		50.0		30.0

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33								33		0.0		0.0		100.0

		43648		43668		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		46								46		0.0		0.0		100.0

						全葉 ゼン ハ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		23		3				3		29		20.7		12.4

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		12								12		0.0		0.0		100.0

		43648		43675		香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		1		2		2		7		12		91.7		71.7

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

						一宮 イチ ミヤ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ー

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						木更津 キサラズ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー										0		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

		43650		43668		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		17		3		2		2		24		29.2		15.8

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48								48		0.0		0.0		100.0

		43650		43668		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		45								45		0.0		0.0		100.0

						全葉 ゼン ハ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48		3		2		2		55		12.7		6.9

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

		43650		43677		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		18								18		0.0		0.0		100.0

						６枚 マイ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		4		1		1		12		18		77.8		71.1

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ





19 DMI鉢苗  成績書用

				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ



		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

												0		1		3		5

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		73								73		0		0		ー

		43628		①市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		96								96		0		0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		66								66		0		0

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48								48		0		0		ー

		43628		②船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		49								49		0		0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		58								58		0		0

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		86								86		0		0		ー

		43633		③市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		73								73		0		0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48								48		0		0

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		43								43		0		0		ー

		43628		④白井市富塚 シロイ シ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		58								58		0		0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		59								59		0		0

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		72								72		0		0		100.0

		43623		⑤白井市木 シロイ シ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		80		3						83		3.6		0.7		88.2

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		42		3		4				49		14.3		6.1

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		72								72		0		0		100.0

		43609		⑥香取市助沢 カトリ シ スケザワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		60		3						63		4.8		1.0		97.1

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		31		8		1		16		56		44.6		32.5

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		92								92		0		0		ー

		43628		⑦一宮町綱田 イチ ミヤ マチ ツナダ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		70								70		0		0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		96								96		0		0

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		64								64		0.0		0.0		100.0

		43615		⑧木更津市草敷 キサラズ シ クサ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		60		2						62		3.2		0.6		93.2

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		43		7		3		2		55		21.8		9.5

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		51								51		0		0		100.0

		43628		⑨農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		34		5				1		40		15.0		5.0		77.6

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		28		12		5		6		51		45.1		22.4

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ





19 DMI鉢苗 

				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

												発病指数0 ハツビョウ シスウ		発病指数1 ハツビョウ シスウ		発病指数3 ハツビョウ シスウ		発病指数5 ハツビョウ シスウ

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		73								73		0.0		0.0		ー

		43628		市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		96								96		0.0		0.0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		66								66		0.0		0.0

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48								48		0.0		0.0		ー

		43628		船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		49								49		0.0		0.0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		58								58		0.0		0.0

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		86								86		0.0		0.0		ー

		43633		市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		73								73		0.0		0.0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		48								48		0.0		0.0

		6月７日にも調査済み ガツ ヒ チョウサ ズ				供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		43								43		0.0		0.0		ー

		43628		白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		58								58		0.0		0.0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		59								59		0.0		0.0

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		72								72		0.0		0.0		100.0

		43623		白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		80		3						83		3.6		0.7		88.2

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		42		3		4				49		14.3		6.1

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		72								72		0.0		0.0		100.0

		43609		香取市助沢 カトリ シ スケザワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		60		3						63		4.8		1.0		97.1

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		31		8		1		16		56		44.6		32.5

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		92								92		0.0		0.0		ー

		43628		一宮町綱田 イチ ミヤ マチ ツナダ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		70								70		0.0		0.0		ー

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		96								96		0.0		0.0

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		64								64		0.0		0.0		100.0

		43615		木更津市草敷 キサラズ シ クサ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		60		2						62		3.2		0.6		93.2

		(調査） チョウサ				無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		43		7		3		2		55		21.8		9.5

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		51								51		0.0		0.0		100.0

		43628		農林総研 ノウリン ソウケン		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		34		5				1		40		15.0		5.0		77.6

		(調査） チョウサ		(棚下) タナ シタ		無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		28		12		5		6		51		45.1		22.4

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数4個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ





19　11号幸水黒星

		調査日 チョウサビ		43598

				1		3		5		0

		1								100

		2								100

		3								100

		4		2						98

		5								100

		6		1						99

		7		5						95

		8								100

										※初発 ショハツ

		調査日 チョウサビ		43608										調査日 チョウサビ		43639

				1		3		5		0						1		3		5		0

		1		1						99				1

		2		1						99				2		10						90

		3		1						99				3		10				1		89

		4		4		1				95				4		11		5		4		80

		5								100				5		6		1				93

		6		2						98				6		17		6		3		74

		7		7						93				7		10		7				83

		8		3						97				8		18		2				80

																																				入口 イリグチ

		調査日 チョウサビ		43619										調査日 チョウサビ		43651

				1		3		5		0						1		3		5		0

		1		1						99				1

		2		1						99				2		4		2				94

		3		6		1				93				3		11		3		5		81

		4		9		3				88				4		14		3		3		80

		5		11		1				88				5		9		3		4		84

		6		4						96				6		10		2		1		87

		7		7						93				7		13		5		3		79

		8		11		1				88				8		16		2		2		80

		調査日 チョウサビ		43619										調査日 チョウサビ		43662										調査日 チョウサビ		43684

				1		3		5		0						1		3		5		0						1		3		5		0

		1		1						99				1												1

		2		1						99				2		10						90				2		3		1		1		95

		3		6		1				93				3		10				1		89				3		6		1				93

		4		9		3				88				4		11		5		4		80				4		11		3		6		80

		5		11		1				88				5		6		1		0		93				5		14		5		2		79

		6		4						96				6		17		6		3		74				6		5		2				93

		7		7						93				7		10		7				83				7		9		9		2		80

		8		11		1				88				8		18		2				80				8		20		10		7		63

		調査日 チョウサビ		43629										調査日 チョウサビ		43672

				1		3		5		0						1		3		5		0

		1												1

		2		1						99				2		11		4		3		82

		3		10		1				89				3		8		8		4		80

		4		9		5		12		74				4		21		6		11		62

		5		7		4		1		88				5		17		10		8		65

		6		8		2		1		89				6		8		4		4		84

		7		7		2		2		89				7		29		8		9		54

		8		17		3		1		79				8		18		12		20		50



×小さいためなし１

２

３

４

５

６

７

８



19　立ち木幸水黒星

		調査日 チョウサビ		43593										調査日 チョウサビ		43604										調査日 チョウサビ		43619										調査日 チョウサビ		43628								調査日 チョウサビ		43639

				1		3		5		0						1		3		5		0						1		3		5		0						1		3		5		0				1		3		5		0

		1								100				1								100				1		6						94				1		4				1		95		1		13		6		5		76

		2								100				2								100				2								100				2								100		2								100

		3								100				3								100				3		3						97				3		5		1		6		88		3		5		7		10		78

		4								100				4		1						99				4		1						99				4		2						98		4		6		1		3		90

		5								100				5		3						97				5		3						97				5		7		2		3		88		5		12		4		0		84

		6		7						93				6		16		6		2		76				6		24		8		11		57				6		14		8		13		65		6		18		6		13		63

		7		4		1				95				7		3		1				96				7		10		1				89				7		8		6				86		7		26		11		5		58

										※初発 ショハツ

		調査日 チョウサビ		43639										調査日 チョウサビ		43651										調査日 チョウサビ		43662										調査日 チョウサビ		43672										調査日 チョウサビ		43684

				1		3		5		0						1		3		5		0						1		3		5		0						1		3		5		0						1		3		5		0

		1		13		6		5		76				1		13		5		12		70				1		18		5		6		71				1		18		6		2		74				1		17		4		2		77

		2								100				2								100				2								100				2								100				2								100

		3		5		7		10		78				3		13		4		5		78				3		11		7		0		82				3		17		12		4		67				3		7		6		4		83

		4		6		1		3		90				4		14		5		4		77				4		10		7		6		77				4		11		2		8		79				4		10		5		3		82

		5		12		4		0		84				5		10		10		13		67				5		20		11		15		54				5		18		11		9		62				5		21		6		10		63

		6		18		6		13		63				6		23		8		7		62				6		20		8		9		63				6		26		11		23		40				6		23		14		4		59

		7		26		11		5		58				7		22		10		12		56				7		26		10		19		45				7		16		6		26		52				7		17		15		22		46









19棚黒星 (データ加工)

				調査日 チョウサビ		43574														2019/5/8(初発) ショハツ														43605														43615														43629														43637														2019/6/21 果実 カジツ														43651														2019/７/５ 果実 カジツ														2019/７/１２（これ以降新梢のみ） イコウ シンショウ														2019/７/12 果実 カジツ														2019/７/12 果実汚れ カジツ ヨゴ								43663														2019/７/17 果実 カジツ												43673														2019/７/27 果実 カジツ														2019/７/2７ 果実汚れ カジツ ヨゴ								43684														2019/８/7 果実 カジツ														2019/８/７ 果実汚れ カジツ ヨゴ

						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0				1		3		5		0		発病率(%) ハツビョウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド		1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0

				10		0		0		0		100								1						99								1						99														100														100														100																												100																												100

		NF+セイビアー		10		0		0		0		300		0.0		1.9				2						298		0.7		1.9				1						299		0.3		1.9				9		2		4		285		5.0		1.9				12		2		2		284		5.3		1.9				19		13		6		262		12.7		5.9				2						28		6.7		1.3				25		7		4		264		12.0		4.4				4		3		3		20		33.3		18.7				7		1				292		2.7		0.7				2		1		1		26		13.3		6.7								30				11		7		2		280		6.7		2.8				3						27		10.0		2.0		6		1		1		292		2.7		0.9				1						29		3.3		0.7				1		1		28				6		3				291		3.0		1.0				3		1		1		25		16.7		7.3				9		4		17

				11		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF＋セイビアー		11		0		0		0		300		0.0		0.5										300		0.0		0.5				1						299		0.3		0.5				2		2		2		294		2.0		0.5				4		1				295		1.7		0.5				10		1		1		288		4.0		1.2				0						30		0.0		0.0				13		2		1		284		5.3		1.6								1		29		3.3		3.3				6		4		4		286		4.7		2.5				1						29		3.3		0.7								30				8		6				286		4.7		1.7				2						28		6.7		1.3		10		2		2		286		4.7		1.7				0						30		0.0		0.0				0				30				7		1		1		291		3.0		1.0				1		1				28		6.7		2.7				7		2		21

				12		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		DMI		12		0		0		0		300		0.0		1.5										300		0.0		1.5				0						300		0.0		1.5				8		1				291		3.0		1.5				14		1		1		284		5.3		1.5				13		7		2		278		7.3		2.9				0						30		0.0		0.0				27		2		1		270		10.0		2.5				1		2		1		26		13.3		8.0				14		5		1		280		6.7		2.3				3		1				26		13.3		4.0						1		29				21		2				277		7.7		1.8				7		2				21		30.0		8.7		14		2		3		281		6.3		2.3				1		1				28		6.7		2.7				2				28				12						288		4.0		0.8				4		2		2		22		26.7		13.3				7		6		17

				13		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF180		13		0		0		0		300		0.0		0.9										300		0.0		0.9				1						299		0.3		0.9				5		5		1		289		3.7		0.9				3				2		295		1.7		0.9				29		15		11		245		18.3		8.6				1						29		3.3		0.7				27		10		3		260		13.3		4.8				2		1				27		10.0		3.3				13		2		1		284		5.3		1.6				6						24		20.0		4.0								30				12		4		1		283		5.7		1.9				2						28		6.7		1.3		12						288		4.0		0.8				2						28		6.7		1.3				0				30				8		6				286		4.7		1.7								1		29		3.3		3.3				9		4		17

				14		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF		14		0		0		0		300		0.0		0.1										300		0.0		0.1				1						299		0.3		0.1				3						297		1.0		0.1				2						298		0.7		0.1				8		1		4		287		4.3		2.1				0						30		0.0		0.0				17		7		6		270		10.0		4.5				2		1				27		10.0		3.3				13						287		4.3		0.9				0						30		0.0		0.0								30				17		3		2		278		7.3		2.4				1		1				28		6.7		2.7		13		5		2		280		6.7		2.5				1						29		3.3		0.7				1				29				5		4				291		3.0		1.1				1						29		3.3		0.7				7		5		18

				15		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF+セイビアー		15		0		0		0		300		0.0		0.7										300		0.0		0.7				4						296		1.3		0.7				4		1				295		1.7		0.7				5		2				293		2.3		0.7				9		2		1		288		4.0		1.3				0						30		0.0		0.0				17		9		3		271		9.7		3.9				2				2		26		13.3		8.0				10		4				286		4.7		1.5				1						29		3.3		0.7								30				15		4		2		279		7.0		2.5				1						29		3.3		0.7		19		3		1		277		7.7		2.2				2						28		6.7		1.3				1				29				7		5		1		287		4.3		1.8				3				1		26		13.3		5.3				7		3		20

				16		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		DMI		16		0		0		0		300		0.0		1.1										300		0.0		1.1				7						293		2.3		1.1				3				1		296		1.3		1.1				12				1		287		4.3		1.1				12		10		5		273		9.0		4.5				2				1		27		10.0		4.7				21		13		5		261		13.0		5.7				3		1		1		25		16.7		7.3				10		3		2		285		5.0		1.9				1						29		3.3		0.7						1		29				12		6				282		6.0		2.0				4				1		25		16.7		6.0		18		4		1		277		7.7		2.3				2						28		6.7		1.3				2				28				11		1				288		4.0		0.9				2		1		3		18		25.0		13.3				2		6		16

				17		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF＋セイビアー		17		0		0		0		300		0.0		0.1										300		0.0		0.1				3						297		1.0		0.1				3						297		1.0		0.1				1						299		0.3		0.1				7		1				292		2.7		0.7				0						30		0.0		0.0				7		5		7		281		6.3		3.8				3		2		3		22		26.7		16.0				9		3		2		286		4.7		1.9				2						28		6.7		1.3								30				19		9		4		268		10.7		4.4				1						29		3.3		0.7		12		3		2		283		5.7		2.1				1						29		3.3		0.7				2				28				7		2		1		290		3.3		1.2				1						29		3.3		0.7				7		3		20

				18		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF180		18		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.0				0						300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				7		1				292		2.7		0.7						1				29		3.3		2.0				10		6		1		283		5.7		2.2				7		2				21		30.0		8.7				10		1				289		3.7		0.9				4						26		13.3		2.7								30				11		6				283		5.7		1.9				5						25		16.7		3.3		11				2		287		4.3		1.4				1						29		3.3		0.7				0				30				10		1				289		3.7		0.9				0						30		0.0		0.0				4		8		18

				19		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF		19		0		0		0		300		0.0		0.1										300		0.0		0.1				10						290		3.3		0.1				2						298		0.7		0.1				2						298		0.7		0.1				9				2		289		3.7		1.3				1						29		3.3		0.7				19		2		1		278		7.3		2.0				2				2		26		13.3		8.0				11		4		2		283		5.7		2.2				1		1				28		6.7		2.7				1				29				14		3		1		282		6.0		1.9				1				1		28		6.7		4.0		12		7		1		280		6.7		2.5				2						28		6.7		1.3				0				30				11		4				285		5.0		1.5						2				28		6.7		4.0				5		4		21

				20		0		0		0		100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF+セイビアー		20		0		0		0		300		0.0		1.0				1						299		0.3		1.0				0						300		0.0		1.0				3						297		1.0		1.0				5				2		293		2.3		1.0				29		5		7		259		13.7		5.3						1				29		3.3		2.0				10		6		4		280		6.7		3.2				3		1		5		21		30.0		20.7				10		7		8		275		8.3		4.7								1		29		3.3		3.3								30				11		8		2		279		7.0		3.0				3						27		10.0		2.0		15		2				283		5.7		1.4				1						29		3.3		0.7				3				27				6		4				290		3.3		1.2				1				1		28		6.7		4.0				2		7		21

				21		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		DMI		21		0		0		0		300		0.0		1.1										300		0.0		1.1				1						299		0.3		1.1						1				299		0.3		1.1				9		1		1		289		3.7		1.1				10		2				288		4.0		1.1				1						29		3.3		0.7				15		4		2		279		7.0		2.5				4				1		25		16.7		6.0				8		7		1		284		5.3		2.3				1						29		3.3		0.7				1				29				19		6				275		8.3		2.5				1		1				28		6.7		2.7		9		5		1		285		5.0		1.9				2						28		6.7		1.3				0				30				5		2				293		2.3		0.7				8				1		21		30.0		8.7				9		7		14

				22		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		NF180		22		0		0		0		300		0.0		0.3										300		0.0		0.3				0						300		0.0		0.3				1						299		0.3		0.3				4						296		1.3		0.3				18		5		1		276		8.0		2.5				0						30		0.0		0.0				9		1		1		289		3.7		1.1				1						29		3.3		0.7				8		8		1		283		5.7		2.5				3						27		10.0		2.0				2				28				12		9		3		276		8.0		3.6				0						30		0.0		0.0		13		1				286		4.7		1.1				2						28		6.7		1.3				0				30				6		3		1		290		3.3		1.3				0						30		0.0		0.0				4		4		22

				23		0		0		0		100		0.0		0.0				0		1		0		99		1.0		0.2				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF＋セイビアー		23		0		0		0		300		0.0		0.5				0		1		0		299		0.3		0.5				0						300		0.0		0.5				1		1				298		0.7		0.5				4		1				295		1.7		0.5				8		5		7		280		6.7		3.9				0						30		0.0		0.0				12		1		1		286		4.7		1.3				1		1				28		6.7		2.7				8		3				289		3.7		1.1				2						28		6.7		1.3								30				13		4		2		281		6.3		2.3				1		2				27		10.0		4.7		14		1				285		5.0		1.1				2		1				27		10.0		3.3				0				30				12		1		2		285		5.0		1.7				2		1				27		10.0		3.3				5		4		21

				24		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30

		MIF		24		0		0		0		300		0.0		0.1										300		0.0		0.1				6						294		2.0		0.1				3						297		1.0		0.1				1						299		0.3		0.1				16		5		5		274		8.7		3.7								1		29		3.3		3.3				16		4		1		279		7.0		2.2				2		2				26		13.3		5.3				20		3				277		7.7		1.9				3		1		2		24		20.0		10.7								30				22		3				275		8.3		2.1				3		1		1		25		16.7		7.3		9		4		3		284		5.3		2.4				1		1				28		6.7		2.7				1				29				11		2		1		286		4.7		1.5				1		1		2		26		13.3		9.3				7		11		12

		葉　発病葉率 ハ ハツビョウ ヨウ リツ		43574		43593		43605		43615		43629		43637		43651		43658		43663		43673		43684

		葉 ハ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ		発病葉率 ハツビョウ ヨウ リツ

		MIF		0		0.0		1.9		0.9		0.6		5.6		8.1		5.9		7.2		6.2		4.2

		NF180		0		0.0		0.2		1.3		1.0		9.7		7.6		4.9		6.4		4.3		3.9

		MIF＋セイビアー		0		0.1		0.4		1.2		1.2		4.4		5.4		4.3		7.2		5.1		3.8

		NF+セイビアー		0		0.3		0.6		2.6		3.3		10.1		9.4		5.2		6.9		5.3		3.6

		慣行区 カンコウ ク		0		0.0		0.9		1.6		4.4		6.8		10.0		5.7		7.3		6.3		3.4



		葉　発病度 ハ ハツビョウ ド		43574		43593		43605		43615		43629		43637		43651		43658		43663		43673		43684

		MIF		0		0.0		0.4		0.2		0.1		2.4		2.9		1.7		2.1		2.5		1.4

		NF180		0		0.0		0.0		0.6		0.4		3.9		2.7		1.6		2.5		1.1		1.3

		MIF＋セイビアー		0		0.1		0.1		0.6		0.3		1.9		2.2		1.8		2.8		1.6		1.3

		NF+セイビアー		0		0.1		0.1		1.0		1.2		4.2		3.8		2.3		2.8		1.5		1.3

		慣行区 カンコウ ク		0		0.0		0.2		0.5		1.2		2.8		3.6		2.2		2.1		2.2		0.8



		果実 カジツ		発病果率 ハツビョウ カ リツ										43637		43651		43658		43663		43673		43684

												果実 カジツ		発病果率 ハツビョウ カ リツ

		MIF										MIF		2.2		12.2		8.9		10.0		5.6		7.8

		NF180										NF180		2.2		14.4		14.4		7.8		5.6		1.1

		MIF＋セイビアー										MIF＋セイビアー		0.0		12.2		5.6		6.7		4.4		6.7

		NF+セイビアー										NF+セイビアー		3.3		25.6		6.7		7.8		4.4		12.2

		慣行区 カンコウ ク										慣行区 カンコウ ク		4.4		15.6		6.7		17.8		6.7		27.2

				発病度 ハツビョウ ド										発病度 ハツビョウ ド

		MIF										MIF		1.3		5.6		4.4		4.7		1.6		4.7

		NF180										NF180		0.9		4.2		2.9		1.6		1.1		1.1

		MIF＋セイビアー										MIF＋セイビアー		0.0		7.3		1.1		2.2		1.3		2.2

		NF+セイビアー										NF+セイビアー		1.1		15.8		3.6		1.6		0.9		5.6

		慣行区 カンコウ ク										慣行区 カンコウ ク		1.8		7.1		1.8		5.8		1.8		11.8





		果実汚れ カジツ ヨゴ		汚れ果率 ヨゴ カ リツ												果実汚れ カジツ ヨゴ		43658		43663		43673		43684

		MIF														MIF		1.1				2.2		43.3

		NF180														NF180		2.2				0.0		36.7

		MIF＋セイビアー														MIF＋セイビアー		0.0				2.2		31.1

		NF+セイビアー														NF+セイビアー		0.0				6.7		35.6

		DMI														DMI		3.3				4.4		41.1

				汚れ度 ヨゴ ド

		MIF														MIF		0.6				1.1		32.8

		NF180														NF180		1.1				0.0		27.2

		MIF＋セイビアー														MIF＋セイビアー		0.0				1.1		20.6

		NF+セイビアー														NF+セイビアー		0.0				3.9		25.6

		DMI														DMI		2.8				2.2		31.1



発病果率



MIF	43637	43651	43658	43663	43673	43684	2.2222222222222223	12.222222222222223	8.8888888888888893	10	5.5555555555555562	7.7777777777777786	NF180	43637	43651	43658	43663	43673	43684	2.2222222222222223	14.444444444444445	14.444444444444445	7.7777777777777777	5.5555555555555562	1.1111111111111112	MIF＋セイビアー	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	12.222222222222221	5.5555555555555562	6.666666666666667	4.4444444444444446	6.666666666666667	NF+セイビアー	43637	43651	43658	43663	43673	43684	3.3333333333333335	25.555555555555554	6.6666666666666696	7.7777777777777786	4.4444444444444446	12.222222222222221	慣行区	43637	43651	43658	43663	43673	43684	4.4444444444444446	15.555555555555555	6.666666666666667	17.777777777777775	6.666666666666667	27.222222222222225	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	







発病葉率



MIF	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	1.8888888888888891	0.88888888888888895	0.55555555555555569	5.5555555555555562	8.1111111111111107	5.8888888888888884	7.2222222222222214	6.2222222222222223	4.2222222222222223	NF180	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	0.22222222222222224	1.3333333333333333	1	9.6666666666666661	7.5555555555555562	4.8888888888888884	6.4444444444444438	4.333333333333333	3.8888888888888893	MIF＋セイビアー	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0.11111111111111112	0.44444444444444448	1.2222222222222223	1.2222222222222223	4.4444444444444446	5.4444444444444455	4.333333333333333	7.2222222222222241	5.1111111111111107	3.7777777777777781	NF+セイビアー	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0.33333333333333331	0.55555555555555569	2.5555555555555558	3.3333333333333339	10.111111111111112	9.4444444444444446	5.2222222222222223	6.8888888888888893	5.333333333333333	3.5555555555555558	慣行区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	0.88888888888888895	1.5555555555555556	4.4444444444444446	6.7777777777777777	10	5.666666666666667	7.333333333333333	6.333333333333333	3.4444444444444446	







黒星病発病度



MIF	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	0.37777777777777777	0.17777777777777781	0.1111111111111111	2.3555555555555556	2.9111111111111114	1.6666666666666667	2.1111111111111112	2.4888888888888889	1.377777777777778	NF180	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	4.4444444444444446E-2	0.57777777777777783	0.37777777777777777	3.9333333333333331	2.7111111111111108	1.6444444444444446	2.4888888888888889	1.0888888888888888	1.3111111111111111	MIF＋セイビアー	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	6.6666666666666666E-2	8.8888888888888892E-2	0.55555555555555547	0.33333333333333331	1.9111111111111112	2.2444444444444445	1.8444444444444443	2.8222222222222224	1.6444444444444446	1.288888888888889	NF+セイビアー	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	6.6666666666666666E-2	0.1111111111111111	1.0000000000000002	1.2	4.155555555555555	3.844444444444445	2.2888888888888892	2.7555555555555551	1.5111111111111111	1.3333333333333333	慣行区	43574	43593	43605	43615	43629	43637	43651	43658	43663	43673	43684	0	0	0.17777777777777778	0.48888888888888887	1.2444444444444442	2.8222222222222224	3.5555555555555554	2.1555555555555554	2.088888888888889	2.2000000000000002	0.8222222222222223	









19棚黒星

				調査日 チョウサビ		43574														2019/5/8(初発) ショハツ														43605														43615														43629														43637														2019/6/21 果実 カジツ														43651														2019/７/５ 果実 カジツ														2019/７/１２（これ以降新梢のみ） イコウ シンショウ														2019/７/12 果実 カジツ														2019/７/12 果実汚れ カジツ ヨゴ												43662														2019/７/1６ 果実 カジツ												43673														2019/７/27 果実 カジツ														2019/７/2７ 果実汚れ カジツ ヨゴ												43684														2019/８/7 果実 カジツ														2019/８/７ 果実汚れ カジツ ヨゴ

						1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0		汚れ果率(%) ヨゴ カ リツ		汚れ度 ヨゴ ド				1		3		5		0		発病率(%) ハツビョウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド		1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0		汚れ果率(%) ヨゴ カ リツ		汚れ度 ヨゴ ド				1		3		5		0		発病葉率(%) ハツビョウ ヨウ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1		3		5		0		発病果率(%) ハツビョウ カ リツ		発病度 ハツビョウ ド				1個 コ		２個以上 コ イジョウ		0		汚れ果率(%) ヨゴ カ リツ		汚れ度 ヨゴ ド

				10		0		0		0		100								1						99								1						99														100														100														100																												100																												100

		NF+セイビアー		10		0		0		0		300		0.0		0.0				2						298		0.7		0.1				1						299		0.3		0.1				9		2		4		285		5.0		2.3				12		2		2		284		5.3		1.9				19		13		6		262		12.7		5.9				2						28		6.7		0.1				25		7		4		264		12.0		4.4				4		3		3		20		33.3		18.7				7		1				292		2.7		0.7				2		1		1		26		13.3		6.7								30		0.0		0.0				11		7		2		280		6.7		2.8				3						27		10.0		2.0		6		1		1		292		2.7		0.9				1						29		3.3		0.7				1		1		28		6.7		5.0				6		3				291		3.0		1.0				3		1		1		25		16.7		7.3				9		4		17		43.3		28.3

				11		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		MIF＋セイビアー		11		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1				2		2		2		294		2.0		1.2				4		1				295		1.7		0.5				10		1		1		288		4.0		1.2				0						30		0.0		0.0				13		2		1		284		5.3		1.6								1		29		3.3		3.3				6		4		4		286		4.7		2.5				1						29		3.3		0.7								30		0.0		0.0				8		6				286		4.7		1.7				2						28		6.7		1.3		10		2		2		286		4.7		1.7				0						30		0.0		0.0				0				30		0.0		0.0				7		1		1		291		3.0		1.0				1		1				28		6.7		2.7				7		2		21		30.0		18.3

				12		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		DMI		12		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				0						300		0.0		0.0				8		1				291		3.0		0.7				14		1		1		284		5.3		1.5				13		7		2		278		7.3		2.9				0						30		0.0		0.0				27		2		1		270		10.0		2.5				1		2		1		26		13.3		8.0				14		5		1		280		6.7		2.3				3		1				26		13.3		4.0						1		29		3.3		3.3				21		2				277		7.7		1.8				7		2				21		30.0		8.7		14		2		3		281		6.3		2.3				1		1				28		6.7		2.7				2				28		6.7		3.3				12						288		4.0		0.8				4		2		2		22		26.7		13.3				7		6		17		43.3		31.7

				13		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		NF180		13		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1				5		5		1		289		3.7		1.7				3				2		295		1.7		0.9				29		15		11		245		18.3		8.6				1						29		3.3		0.1				27		10		3		260		13.3		4.8				2		1				27		10.0		3.3				13		2		1		284		5.3		1.6				6						24		20.0		4.0								30		0.0		0.0				12		4		1		283		5.7		1.9				2						28		6.7		1.3		12						288		4.0		0.8				2						28		6.7		1.3				0				30		0.0		0.0				8		6				286		4.7		1.7								1		29		3.3		3.3				9		4		17		43.3		28.3

				14		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		MIF		14		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1				3						297		1.0		0.2				2						298		0.7		0.1				8		1		4		287		4.3		2.1				0						30		0.0		0.0				17		7		6		270		10.0		4.5				2		1				27		10.0		3.3				13						287		4.3		0.9				0						30		0.0		0.0								30		0.0		0.0				17		3		2		278		7.3		2.4				1		1				28		6.7		2.7		13		5		2		280		6.7		2.5				1						29		3.3		0.7				1				29		3.3		1.7				5		4				291		3.0		1.1				1						29		3.3		0.7				7		5		18		40.0		28.3

				15		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		NF+セイビアー		15		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				4						296		1.3		0.3				4		1				295		1.7		0.5				5		2				293		2.3		0.7				9		2		1		288		4.0		1.3				0						30		0.0		0.0				17		9		3		271		9.7		3.9				2				2		26		13.3		8.0				10		4				286		4.7		1.5				1						29		3.3		0.7								30		0.0		0.0				15		4		2		279		7.0		2.5				1						29		3.3		0.7		19		3		1		277		7.7		2.2				2						28		6.7		1.3				1				29		3.3		1.7				7		5		1		287		4.3		1.8				3				1		26		13.3		5.3				7		3		20		33.3		21.7

				16		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		DMI		16		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				7						293		2.3		0.5				3				1		296		1.3		0.5				12				1		287		4.3		1.1				12		10		5		273		9.0		4.5				2				1		27		10.0		0.5				21		13		5		261		13.0		5.7				3		1		1		25		16.7		7.3				10		3		2		285		5.0		1.9				1						29		3.3		0.7						1		29		3.3		3.3				12		6				282		6.0		2.0				4				1		25		16.7		6.0		18		4		1		277		7.7		2.3				2						28		6.7		1.3				2				28		6.7		3.3				11		1				288		4.0		0.9				2		1		3		18		25.0		13.3				2		6		16		26.7		23.3

				17		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		MIF＋セイビアー		17		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				3						297		1.0		0.2				3						297		1.0		0.2				1						299		0.3		0.1				7		1				292		2.7		0.7				0						30		0.0		0.0				7		5		7		281		6.3		3.8				3		2		3		22		26.7		16.0				9		3		2		286		4.7		1.9				2						28		6.7		1.3								30		0.0		0.0				19		9		4		268		10.7		4.4				1						29		3.3		0.7		12		3		2		283		5.7		2.1				1						29		3.3		0.7				2				28		6.7		3.3				7		2		1		290		3.3		1.2				1						29		3.3		0.7				7		3		20		33.3		21.7

				18		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		NF180		18		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1				0						300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				7		1				292		2.7		0.7						1				29		3.3		0.2				10		6		1		283		5.7		2.2				7		2				21		30.0		8.7				10		1				289		3.7		0.9				4						26		13.3		2.7								30		0.0		0.0				11		6				283		5.7		1.9				5						25		16.7		3.3		11				2		287		4.3		1.4				1						29		3.3		0.7				0				30		0.0		0.0				10		1				289		3.7		0.9				0						30		0.0		0.0				4		8		18		40.0		33.3

				19		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		MIF		19		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				10						290		3.3		0.7				2						298		0.7		0.1				2						298		0.7		0.1				9				2		289		3.7		1.3				1						29		3.3		0.1				19		2		1		278		7.3		2.0				2				2		26		13.3		8.0				11		4		2		283		5.7		2.2				1		1				28		6.7		2.7				1				29		3.3		1.7				14		3		1		282		6.0		1.9				1				1		28		6.7		4.0		12		7		1		280		6.7		2.5				2						28		6.7		1.3				0				30		0.0		0.0				11		4				285		5.0		1.5						2				28		6.7		4.0				5		4		21		30.0		21.7

				20		0		0		0		100		0.0		0.0				1						99		1.0		0.1				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		NF+セイビアー		20		0		0		0		300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1				0						300		0.0		0.0				3						297		1.0		0.2				5				2		293		2.3		1.0				29		5		7		259		13.7		5.3						1				29		3.3		0.2				10		6		4		280		6.7		3.2				3		1		5		21		30.0		20.7				10		7		8		275		8.3		4.7								1		29		3.3		3.3								30		0.0		0.0				11		8		2		279		7.0		3.0				3						27		10.0		2.0		15		2				283		5.7		1.4				1						29		3.3		0.7				3				27		10.0		5.0				6		4				290		3.3		1.2				1				1		28		6.7		4.0				2		7		21		30.0		26.7

				21		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		DMI		21		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1						1				299		0.3		0.2				9		1		1		289		3.7		1.1				10		2				288		4.0		1.1				1						29		3.3		0.1				15		4		2		279		7.0		2.5				4				1		25		16.7		6.0				8		7		1		284		5.3		2.3				1						29		3.3		0.7				1				29		3.3		1.7				19		6				275		8.3		2.5				1		1				28		6.7		2.7		9		5		1		285		5.0		1.9				2						28		6.7		1.3				0				30		0.0		0.0				5		2				293		2.3		0.7				8				1		21		30.0		8.7				9		7		14		53.3		38.3

				22		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		NF180		22		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				0						300		0.0		0.0				1						299		0.3		0.1				4						296		1.3		0.3				18		5		1		276		8.0		2.5				0						30		0.0		0.0				9		1		1		289		3.7		1.1				1						29		3.3		0.7				8		8		1		283		5.7		2.5				3						27		10.0		2.0				2				28		6.7		3.3				12		9		3		276		8.0		3.6				0						30		0.0		0.0		13		1				286		4.7		1.1				2						28		6.7		1.3				0				30		0.0		0.0				6		3		1		290		3.3		1.3				0						30		0.0		0.0				4		4		22		26.7		20.0

				23		0		0		0		100		0.0		0.0				0		1		0		99		1.0		0.2				0						100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		MIF＋セイビアー		23		0		0		0		300		0.0		0.0				0		1		0		299		0.3		0.2				0						300		0.0		0.0				1		1				298		0.7		0.3				4		1				295		1.7		0.5				8		5		7		280		6.7		3.9				0						30		0.0		0.0				12		1		1		286		4.7		1.3				1		1				28		6.7		2.7				8		3				289		3.7		1.1				2						28		6.7		1.3								30		0.0		0.0				13		4		2		281		6.3		2.3				1		2				27		10.0		4.7		14		1				285		5.0		1.1				2		1				27		10.0		3.3				0				30		0.0		0.0				12		1		2		285		5.0		1.7				2		1				27		10.0		3.3				5		4		21		30.0		21.7

				24		0		0		0		100		0.0		0.0										100		0.0		0.0				2						98		2.0		0.1										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0										100		0.0		0.0										30		0.0		0.0								30		0.0		0.0

		MIF		24		0		0		0		300		0.0		0.0										300		0.0		0.0				6						294		2.0		0.4				3						297		1.0		0.2				1						299		0.3		0.1				16		5		5		274		8.7		3.7								1		29		3.3		0.3				16		4		1		279		7.0		2.2				2		2				26		13.3		5.3				20		3				277		7.7		1.9				3		1		2		24		20.0		10.7								30		0.0		0.0				22		3				275		8.3		2.1				3		1		1		25		16.7		7.3		9		4		3		284		5.3		2.4				1		1				28		6.7		2.7				1				29		3.3		1.7				11		2		1		286		4.7		1.5				1		1		2		26		13.3		9.3				7		11		12		60.0		48.3



		NF+セイビアー												0.0		0.0												0.3		0.1												0.6		0.1												2.6		1.0												3.3		1.2												10.1		4.2												3.3		0.1												9.4		3.8												25.6		15.8												5.2		2.3												6.7		3.6										0.0		0.0												6.9		2.8												7.8		1.6										5.3		1.5												4.4		0.9										6.7		3.9												3.6		1.3												12.2		5.6										35.6		25.6

		MIF												0.0		0.0												0.0		0.0												1.9		0.4												0.9		0.2												0.6		0.1												5.6		2.4												2.2		0.1												8.1		2.9												12.2		5.6												5.9		1.7												8.9		4.4										1.1		0.6												7.2		2.1												10.0		4.7										6.2		2.5												5.6		1.6										2.2		1.1												4.2		1.4												7.8		4.7										43.3		32.8

		NF180												0.0		0.0												0.0		0.0												0.2		0.0												1.3		0.6												1.0		0.4												9.7		3.9												2.2		0.1												7.6		2.7												14.4		4.2												4.9		1.6												14.4		2.9										2.2		1.1												6.4		2.5												7.8		1.6										4.3		1.1												5.6		1.1										0.0		0.0												3.9		1.3												1.1		1.1										36.7		27.2

		MIF＋セイビアー												0.0		0.0												0.1		0.1												0.4		0.1												1.2		0.6												1.2		0.3												4.4		1.9												0.0		0.0												5.4		2.2												12.2		7.3												4.3		1.8												5.6		1.1										0.0		0.0												7.2		2.8												6.7		2.2										5.1		1.6												4.4		1.3										2.2		1.1												3.8		1.3												6.7		2.2										31.1		20.6

		DMI												0.0		0.0												0.0		0.0												0.9		0.2												1.6		0.5												4.4		1.2												6.8		2.8												4.4		0.2												10.0		3.6												15.6		7.1												5.7		2.2												6.7		1.8										3.3		2.8												7.3		2.1												17.8		5.8										6.3		2.2												6.7		1.8										4.4		2.2												3.4		0.8												27.2		11.8										41.1		31.1





		MIF												0		0												0		0												1.8888888889		0.3777777778												0.8888888889		0.1777777778												0.5555555556		0.1111111111												5.5555555556		2.3555555556												2.2222222222		0.1333333333												8.1111111111		2.9111111111												12.2222222222		5.5555555556												5.8888888889		1.6666666667												8.8888888889		4.4444444444										1.1111111111		0.5555555556												7.2222222222		2.1111111111												10		4.6666666667										6.2222222222		2.4888888889												5.5555555556		1.5555555556										2.2222222222		1.1111111111												4.2222222222		1.3777777778												7.7777777778		4.6666666667										43.3333333333		32.7777777778

		NF180												0		0												0		0												0.2222222222		0.0444444444												1.3333333333		0.5777777778												1		0.3777777778												9.6666666667		3.9333333333												2.2222222222		0.0888888889												7.5555555556		2.7111111111												14.4444444444		4.2222222222												4.8888888889		1.6444444444												14.4444444444		2.8888888889										2.2222222222		1.1111111111												6.4444444444		2.4888888889												7.7777777778		1.5555555556										4.3333333333		1.0888888889												5.5555555556		1.1111111111										0		0												3.8888888889		1.3111111111												1.1111111111		1.1111111111										36.6666666667		27.2222222222

		MIF＋セイビアー												0		0												0.1111111111		0.0666666667												0.4444444444		0.0888888889												1.2222222222		0.5555555556												1.2222222222		0.3333333333												4.4444444444		1.9111111111												0		0												5.4444444444		2.2444444444												12.2222222222		7.3333333333												4.3333333333		1.8444444444												5.5555555556		1.1111111111										0		0												7.2222222222		2.8222222222												6.6666666667		2.2222222222										5.1111111111		1.6444444444												4.4444444444		1.3333333333										2.2222222222		1.1111111111												3.7777777778		1.2888888889												6.6666666667		2.2222222222										31.1111111111		20.5555555556

		NF+セイビアー												0		0												0.3333333333		0.0666666667												0.5555555556		0.1111111111												2.5555555556		1												3.3333333333		1.2												10.1111111111		4.1555555556												3.3333333333		0.1111111111												9.4444444444		3.8444444444												25.5555555556		15.7777777778												5.2222222222		2.2888888889												6.6666666667		3.5555555556										0		0												6.8888888889		2.7555555556												7.7777777778		1.5555555556										5.3333333333		1.5111111111												4.4444444444		0.8888888889										6.6666666667		3.8888888889												3.5555555556		1.3333333333												12.2222222222		5.5555555556										35.5555555556		25.5555555556

		DMI												0		0												0		0												0.8888888889		0.1777777778												1.5555555556		0.4888888889												4.4444444444		1.2444444444												6.7777777778		2.8222222222												4.4444444444		0.1777777778												10		3.5555555556												15.5555555556		7.1111111111												5.6666666667		2.1555555556												6.6666666667		1.7777777778										3.3333333333		2.7777777778												7.3333333333		2.0888888889												17.7777777778		5.7777777778										6.3333333333		2.2												6.6666666667		1.7777777778										4.4444444444		2.2222222222												3.4444444444		0.8222222222												27.2222222222		11.7777777778										41.1111111111		31.1111111111





19 着果率

		4月12日受粉 ガツ ニチ ジュフン

				花数 ハナ スウ		花そう数 ハナ スウ		着果数 チャッカ スウ		着果花そう数 チャッカ ハナ スウ						花数 ハナ スウ		花そう数 ハナ スウ		着果数 チャッカ スウ		着果花そう数 チャッカ ハナ スウ						花数 ハナ スウ		花そう数 ハナ スウ		着果数 チャッカ スウ		着果花そう数 チャッカ ハナ スウ						花数 ハナ スウ		花そう数 ハナ スウ		着果数 チャッカ スウ		着果花そう数 チャッカ ハナ スウ

		無処理区 ム ショリ ク		108		32		18		10				前日散布 ゼンジツ サンプ		182		35		77		24				当日散布 トウジツ サンプ		130		43		26		18				翌日散布 ヨクジツ サンプ		61		17		34		13

				28		10		10		6						145		30		24		11						64		19		11		5						99		35		10		9

				27		12		9		4						79		21		23		11						211		58		43		32						171		56		37		28

				207		54		69		27						51		14		24		9						57		16		11		6						96		33		36		27

				161		41		13		8						37		11		28		8						79		23		34		18						18		10		3		3

				89		27		18		8						48		10		24		10						40		10		2		2						56		16		22		14

				187		50		35		20						233		58		119		37						84		21		44		18						55		16		19		12

				58		12		8		6				合計 ゴウケイ		775		179		319		110				合計 ゴウケイ		665		190		171		99						20		5		4		2

		合計 ゴウケイ		865		238		180		89										41.2%		61.5%										25.7%		52.1%						48		12		22		7

								20.8%		37.4%																												合計 ゴウケイ		624		200		187		115

																																												30.0%		57.5%

		4月25日調査 ガツ ニチ チョウサ





19　花粉発芽率（培地上） 成績書

		4月12日実施 ガツ ニチ ジッシ

				表１　各殺菌剤等を散布したショ糖・寒天平板培地上における花粉発芽率 ヒョウ カク サッキンザイ トウ サンプ トウ カンテン ヘイバン バイチ ジョウ カフン ハツガ リツ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		調査
個数 チョウサ コスウ		発芽
個数 ハツガ コスウ		発芽率
（％） ハツガ リツ



				（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		2,000		Ⅰ		82		7682.9%		21.2

								Ⅱ		88		8068.2%		21.6

								Ⅲ		78		6282.1%		16.2

								平均 ヘイキン						19.7

				チオノックフロアブル		500		Ⅰ		100		0		0.0%

								Ⅱ		100		0		0.0%

								Ⅲ		100		0		0.0%

								平均 ヘイキン				0.0		0.0%

				ホスプラス		1000		Ⅰ		100		96		96.0%

								Ⅱ		100		92		92.0%

								Ⅲ		100		89		89.0%

								平均 ヘイキン						92.3%

				ハチハチ		2,000		Ⅰ		45		6666.7%		2755.6%

								Ⅱ		28		10000.0%		6571.4%

								平均 ヘイキン						4663.5%

				チオノックフロアブル
＋　ホスプラス混用 コンヨウ		500
1000		Ⅰ		100		0		0.0%

								Ⅱ		100		0		0.0%

								Ⅲ		100		0		0.0%

								平均 ヘイキン				0.0		0.0%

				無処理区 ム ショリ ク				Ⅰ		100		99		99.0%

								Ⅱ		100		99		99.0%

								Ⅲ		100		100		100.0%

								平均 ヘイキン						99.3%

















































19　着果率 ホス成績書

				表１　人工受粉日を基点とした薬剤の時期別散布における着果率 ヒョウ ジンコウ ジュフン ビ キテン ヤクザイ ジキ ベツ サンプ チャッカ リツ



				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		試験区 シケン ク		希釈倍数 キシャク バイスウ		調査
果数 チョウサ カ スウ		着果数 チャク カ スウ		着果率
（％） チャッカ リツ



				（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		2,000		82		7682.9%		21.2

										88		8068.2%		21.6

										78		6282.1%		16.2

														19.7

				ホスプラス		前日散布区 ゼンジツ サンプ ク		1000		775		319		41.2

						当日散布区 トウジツ サンプ ク				665		171		25.7

						翌日散布区 ヨクジツ サンプ ヌノ ク				624		187		30.0

				ハチハチ		ハチハチ		2,000		45		6666.7%		148.1

										28		10000.0%		357.1

														ERROR:#DIV/0!

				チオノックフロアブル
＋　ホスプラス混用 コンヨウ		前日散布区 ゼンジツ サンプ ク		500
1000		81		43		53.1

						当日散布区 トウジツ サンプ ク				95		29		30.5

						1日後散布区 ニチ ゴ サンプ ク				128		91		71.1

				無散布区 ム サンプ ク						22		8		36.4

				無散布区 ム サンプ ク						865		180		20.8

















































18　着果率 チオ＋ホス成績書 (2)

				表１　人工授粉日を基点とした薬剤の時期別散布における着果率 ヒョウ ジンコウ ジュフン ビ キテン ヤクザイ ジキ ベツ サンプ チャッカ リツ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		試験区 シケン ク		希釈倍数 キシャク バイスウ		調査
果数 チョウサ カ スウ		着果数 チャク カ スウ		着果率
（％） チャッカ リツ



				（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		2,000		82		7682.9%		21.2

										88		8068.2%		21.6

										78		6282.1%		16.2

														19.7

				ホスプラス		前日散布区 ゼンジツ サンプ ク		1000		25		21		84.0%

						当日散布区 トウジツ サンプ ク				35		9		25.7%

						1日後散布区 ニチ ゴ サンプ ク				34		29		85.3%

				ハチハチ		ハチハチ		2,000		45		6666.7%		2755.6%

										28		10000.0%		6571.4%

														4663.5%

				チオノックフロアブル
＋　ホスプラス混用 コンヨウ		前日散布区 ゼンジツ サンプ ク		500
1000		81		43		53.1%

						当日散布区 トウジツ サンプ ク				95		29		30.5%

						1日後散布区 ニチ ゴ サンプ ク				128		91		71.1%

				無散布区 ム サンプ ク						22		8		36.4%

				無散布区 ム サンプ ク						46		40		87.0%

















































18　着果率 チオ＋ホス成績書

				表１　人工授粉日（4/4）を基点とした薬剤の時期別散布における着果率 ヒョウ ジンコウ ジュフン ビ キテン ヤクザイ ジキ ベツ サンプ チャッカ リツ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		試験区 シケン ク		授粉花数 ジュフン ハナ スウ		着果数 チャク カ スウ		着果率
（％） チャッカ リツ



				ホスプラス		1,000		前日散布区 ゼンジツ サンプ ク		25		21		84.0

								当日散布区 トウジツ サンプ ク		59		19		32.2

								1日後散布区 ニチ ゴ サンプ ク		34		29		85.3

				無散布区 ム サンプ ク						68		48		70.6

				表２　人工授粉日（4/8）を基点とした薬剤の時期別散布における着果率 ヒョウ ジンコウ ジュフン ビ キテン ヤクザイ ジキ ベツ サンプ チャッカ リツ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		試験区 シケン ク		授粉花数 ジュフン ハナ スウ		着果数 チャク カ スウ		着果率
（％） チャッカ リツ



				チオノックフロアブル
＋　ホスプラス混用 コンヨウ		500
1,000		前日散布区 ゼンジツ サンプ ク		81		43		53.1

								当日散布区 トウジツ サンプ ク		95		29		30.5

								1日後散布区 ニチ ゴ サンプ ク		128		91		71.1

				無散布区 ム サンプ ク						168		97		57.7



































18　花粉発芽率（培地上） 成績書

				表１　各殺菌剤等を散布したショ糖・寒天平板培地上における花粉発芽率 ヒョウ カク サッキンザイ トウ サンプ トウ カンテン ヘイバン バイチ ジョウ カフン ハツガ リツ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		調査
個数 チョウサ コスウ		発芽
個数 ハツガ コスウ		発芽率
（％） ハツガ リツ



				（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		2,000		Ⅰ		82		7682.9%		21.2

								Ⅱ		88		8068.2%		21.6

								Ⅲ		78		6282.1%		16.2

								平均 ヘイキン						19.7

				チオノックフロアブル		500		Ⅰ		100		0		0.0%

								Ⅱ		100		0		0.0%

								Ⅲ		100		0		0.0%

								平均 ヘイキン				0.0		0.0%

				ホスプラス		1000		Ⅰ		100		46		46.0%

								Ⅱ		100		32		32.0%

								Ⅲ		100		43		43.0%

								平均 ヘイキン				40.3		40.3%

				ハチハチ		2,000		Ⅰ		45		6666.7%		2755.6%

								Ⅱ		28		10000.0%		6571.4%

								平均 ヘイキン						4663.5%

				チオノックフロアブル
＋　ホスプラス混用 コンヨウ		500
1000		Ⅰ		100		0		0.0%

								Ⅱ		100		0		0.0%

								Ⅲ		100		0		0.0%

								平均 ヘイキン				0.0		0.0%

				無処理区 ム ショリ ク				Ⅰ		100		53		53.0%

								Ⅱ		100		50		50.0%

								Ⅲ		100		45		45.0%

								平均 ヘイキン				49.3		49.3%

















































18　炭疽病 成績書

				表３　各殺菌剤の炭疽病に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ タンソビョウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		調査
葉数 チョウサ ハ スウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

												0		1		3		5

				（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		2,000		Ⅰ		82		19		51		12		0		7682.9%		21.2				－

								Ⅱ		88		17		59		12		0		8068.2%		21.6				－

								Ⅲ		78		29		42		7		0		6282.1%		16.2				－

								平均 ヘイキン														19.7		32.5

				セイビアーフロアブル20		2,000		Ⅰ		63		57		6		0		0		9.5		1.9				－

								Ⅱ		74		66		8		0		0		10.8		2.2				－

								Ⅲ		61		55		6		0		0		9.8		2.0				－

								平均 ヘイキン												10.1		2.0		89.1

				デランフロアブル		1,000		Ⅰ		71		62		9		0		0		12.7		2.5				－

								Ⅱ		59		50		9		0		0		15.3		3.1				－

								Ⅲ		58		47		11		0		0		19.0		3.8				－

								平均 ヘイキン												15.6		3.1		83.2

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		44		8		28		8		0		81.8		23.6

								Ⅱ		43		9		31		3		0		79.1		18.6

								Ⅲ		58		22		35		1		0		62.1		13.1

								平均 ヘイキン												74.3		18.4

				ハチハチ		2,000		Ⅰ		45										6666.7%		27.6				－

								Ⅱ		28										10000.0%		65.7				－

								平均 ヘイキン														46.6		18.2

















































18　炭疽病 課題検討会

				表３　各殺菌剤の炭疽病に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ タンソビョウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ タメシ ヤクザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		調査
葉数 チョウサ ハ スウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

												0		1		3		5

				（339）NF180フロアブル20（検討外）
新規化合物20.0％
lot-No.T17-002 ケントウ ガイ シンキ カゴウブツ		2,000		Ⅰ		82		19		51		12		0		7682.9%		21.2				－

								Ⅱ		88		17		59		12		0		8068.2%		21.6				－

								Ⅲ		78		29		42		7		0		6282.1%		16.2				－

								平均 ヘイキン														19.7		32.5

				セイビアーフロアブル20		2,000		Ⅰ		63		57		6		0		0		9.5		1.9				－

								Ⅱ		74		66		8		0		0		10.8		2.2				－

								Ⅲ		61		55		6		0		0		9.8		2.0				－

								平均 ヘイキン												10.1		2.0		89.1

				デランフロアブル		1,000		Ⅰ		71		62		9		0		0		12.7		2.5				－

								Ⅱ		59		50		9		0		0		15.3		3.1				－

								Ⅲ		58		47		11		0		0		19.0		3.8				－

								平均 ヘイキン												15.6		3.1		83.2

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		44		8		28		8		0		81.8		23.6

								Ⅱ		43		9		31		3		0		79.1		18.6

								Ⅲ		58		22		35		1		0		62.1		13.1

								平均 ヘイキン												74.3		18.4

				ハチハチ		2,000		Ⅰ		45										6666.7%		27.6				－

								Ⅱ		28										10000.0%		65.7				－

								平均 ヘイキン														46.6		18.2

				発病指数 0：発病無し, 1：病斑数1～10個/葉, 3：病斑数11～40個/葉, 5：病斑数41個/葉以上

				発病度＝Σ（程度別発病葉数×指数）×100／（調査葉数×5）、防除価＝（1－（処理区の発病度／無処理区の発病度））×100 ショリ













































18心腐れ　表　成績書



				表２　各殺菌剤の心腐れ症に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ シン クサ ショウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		調査
果数 チョウサ カ スウ		発症
果数 ハッショウ カ スウ		発症果率 ハッショウ カ リツ		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

														（％）

				MIF-1002フロアブル
		2,000		Ⅰ		63		13		18.8				-

								Ⅱ		76		9		11.8				-

								Ⅲ		158		25		15.8				-

								平均 ヘイキン						15.5		63.5

				NF-180フロアブル20		2,000		Ⅰ		107		30		28.0				-

								Ⅱ		146		59		40.4				-

								Ⅲ		92		21		22.8				-

								平均 ヘイキン						30.4		28.5

				対照）チオノックフロアブル
		500		Ⅰ		46		14		30.4				-

								Ⅱ		82		8		9.8				-

								Ⅲ		133		32		24.1				-

								平均 ヘイキン						21.4		49.6

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		71		24		33.8

								Ⅱ		53		29		54.7

								Ⅲ		172		67		39.0

								平均 ヘイキン						42.5

				防除価＝（1－（処理区の発症果率／無処理区の発症果率））×100 ショリ ク ハッショウ カ リツ







18心腐れ  

		2018　ナシ心腐れ病評価試験 シン クサ ビョウ ヒョウカ シケン																																										0

		処理薬剤 ショリ ヤクザイ		区画番号 クカク バンゴウ		収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								合計 ゴウケイ

						8/7⇒8/14								8/10⇒8/17								8/14⇒8/21								8/17⇒8/24								8/21⇒8/28								8/24⇒8/31								全期間 ゼンキカン

						病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ

		NF180		10		5		1		6				2		1		3				11		6		17		1		11		6		17				16		8		24		2		32		8		40				77		30		107		3										28.0

		チオ		11		1				1				3		2		5				4		5		9				4		5		9				16		2		18				4				4				32		14		46		0										30.4

		無処理 ム ショリ		12		5		1		6				13		11		24				5		3		8				5		3		8				19		5		24		2				1		1				47		24		71		2										33.8

		スクレア		13		4		3		7				3		0		3				12		3		15				12		3		15				7				7				6		2		8				44		11		55		0										20.0

		MIF1002 		14		6		1		7				2		1		3				10		3		13				10		3		13				21		3		24				7		2		9				56		13		69		0				53						18.8

		NF180		15		2		2		4				4		8		12				5		12		17				5		12		17				46		18		64		6		25		7		32				87		59		146		6				301						40.4

		無処理区 ム ショリ ク		16		3		1		4				5		4		9				6		10		16				6		10		16				4		4		8		1						0				24		29		53		1				0.1760797342						54.7

		チオ		17		6				6		1		2		0		2				13		2		15				13		2		15				33		3		36				7		1		8				74		8		82		1										9.8

		スクレア		18		3				3				1		2		3				23		7		30				23		7		30				28		1		29		3		1		1		2				79		18		97		3						0				18.6

		MIF1002 		19		5				5				7		1		8				13		3		16				13		3		16				28		2		30				1				1				67		9		76		0										11.8

		NF180		20		9		4		13		1		5		2		7				15		5		20				15		5		20				4		2		6		1		23		3		26				71		21		92		2										22.8

		無処理区 ム ショリ ク		21		12		5		17				1		1		2				26		24		50		1		26		24		50				27		9		36				13		4		17				105		67		172		1										39.0

		番外 バンガイ		22		0		0		0				0		0		0				1		1		2				1		1		2				2		2		4								0				4		4		8		0										50.0

		スクレア		23		1		5		6				2		1		3				14		1		15				14		1		15				8		2		10				4				4				43		10		53		0										18.9

		スクレア		24		11		2		13				3		2		5				25		3		28				25		3		28				14		4		18				4				4				82		14		96		0		125		24		149		0		16.1

		チオ		25		17		1		18				19		2		21				29		13		42				29		13		42				7		3		10								0				101		32		133		0										24.1

		MIF1002 		26		19				19		2		17		10		27				40		6		46				40		6		46				9		1		10				8		2		10				133		25		158		2										15.8

		合計 ゴウケイ				病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		防除価 ボウジョ カ

		NF180				16		7		23		30.4%		11		11		22		50.0%		31		23		54		42.6%		31		23		54		42.6%		66		28		94		29.8%		80		18		98		18.4%		77		30		107		28.0%

																																																						87		59		146		40.4%

																																																						71		21		92		22.8%

				合計 ゴウケイ																																																		235		110		345		30.4%		28.4

		MIF1002 																																																				56		13		69		18.8%

																																																						67		9		76		11.8%

																																																						133		25		158		15.8%

				合計 ゴウケイ		30		1		31		3.2%		26		12		38		31.6%		63		12		75		16.0%		63		12		75		16.0%		58		6		64		9.4%		16		4		20		20.0%		256		47		303		15.5%		63.5

		スクレア				19		10		29		34.5%		9		5		14		35.7%		74		14		88		15.9%		74		14		88		15.9%		57		7		64		10.9%		15		3		18		16.7%		44		11		55		20.0%

																																																						79		18		97		18.6%

																																																						125		24		149		16.1%

				合計 ゴウケイ																																																		248		53		301		18.2%		57.117

		チオ				24		1		25		4.0%		24		4		28		14.3%		46		20		66		30.3%		46		20		66		30.3%		56		8		64		12.5%		11		1		12		8.3%		32		14		46		30.4%

																																																						74		8		82		9.8%

																																																						101		32		133		24.1%

				合計 ゴウケイ																																																		207		54		261		21.4%		49.6

		無処理 ム ショリ				20		7		27		25.9%		19		16		35		45.7%		37		37		74		50.0%		37		37		74		50.0%		50		18		68		26.5%		13		5		18		27.8%		47		24		71		33.8%

																																																						24		29		53		54.7%

																																																						105		67		172		39.0%

				合計 ゴウケイ																																																		176		120		296		42.5%





18黒星　課題検討会

				各殺菌剤等の黒星病に対する防除効果 カク サッキンザイ トウ クロ ホシビョウ タイ ボウジョ コウカ



				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク		反復 ハンプク		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

										0		1		3		5		（％）

				MIF-1002フロアブル
		2,000		Ⅰ		424		2		0		0		0.5		0.1				-

								Ⅱ		421		0		0		0		0.0		0.0				-

								Ⅲ		415		3		0		0		0.7		0.1				-

								平均 ヘイキン										0.4		0.1		97.9

				NF-180フロアブル20		2,000		Ⅰ		423		1		0		0		0.2		0.0				-

								Ⅱ		415		2		0		0		0.5		0.1				-

								Ⅲ		407		3		0		0		0.7		0.1				-

								平均 ヘイキン										0.5		0.1		97.9

				セイビアーフロアブル20
		2,000		Ⅰ		409		11		0		0		2.6		0.5				-

								Ⅱ		414		13		1		0		3.3		0.7				-

								Ⅲ		419		10		1		0		2.6		0.6				-

								平均 ヘイキン										2.8		0.6		87.2

				ホスプラス
		1,000		Ⅰ		399		21		5		3		6.8		2.4				-

								Ⅱ		429		11		2		0		2.9		0.8				-

								Ⅲ		416		7		1		0		1.9		0.5				-

								平均 ヘイキン										3.9		1.2		74.5

				対照）ベルクートフロアブル
		1,500		Ⅰ		419		7		0		0		1.6		0.3				-

								Ⅱ		422		8		0		0		1.9		0.4				-

								Ⅲ		406		5		1		0		1.5		0.4				-

								平均 ヘイキン										1.7		0.4		91.5

				対照DMI）スコア顆粒水和剤
 カリュウ スイワザイ		4,000		Ⅰ		428		3		0		0		0.7		0.1				-

								Ⅱ		416		1		0		0		0.2		0.0				-

								Ⅲ		427		5		0		0		1.2		0.2				-

								平均 ヘイキン										0.7		0.1		97.9

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		392		71		13		4		18.3		5.4

								Ⅱ		425		29		20		11		12.4		5.9

								Ⅲ		408		33		9		1		9.5		2.9

								平均 ヘイキン										13.4		4.7

				発病指数 0：発病無し, 1：病斑数1個/葉, 3：病斑数2～3個/葉, 5：病斑数4個/葉以上

				発病度＝Σ（程度別発病葉数×指数）×100／（調査葉数×5）、防除価＝（1－（試験区の発病度／無処理区の発病度））×100







18赤星　課題検討会

				各殺菌剤等の赤星病に対する防除効果 カク サッキンザイ トウ アカホシ ビョウ タイ ボウジョ コウカ		表　各殺菌剤等の赤星病に対する防除効果 アカホシ

				表　各殺菌剤等の赤星病に対する防除効果

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク		反復 ハンプク		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ										発病葉率 ハツビョウ ハ リツ

										0		1		3		5		（％）																（％）

				MIF-1002フロアブル
		2,000		Ⅰ		424		6		0		0		1.4		0.3				-										1.4

								Ⅱ		421		3		0		0		0.7		0.1				-										0.7

								Ⅲ		415		3		0		0		0.7		0.1				-										0.7

								平均 ヘイキン										0.9		0.2		33.3												0.9

				NF-180フロアブル20		2,000		Ⅰ		423		2		0		0		0.5		0.1				-										0.5000000

								Ⅱ		415		4		0		0		1		0.2				-										1

								Ⅲ		407		4		0		0		1		0.2				-										1

								平均 ヘイキン										0.8		0.2		33.3

				セイビアーフロアブル20
		2,000		Ⅰ		409		8		0		0		1.9		0.4				-										1.9

								Ⅱ		414		6		0		0		1.4		0.3				-										1.4

								Ⅲ		419		0		0		0		0		0				-										0

								平均 ヘイキン										1.1		0.2		33.3

				ホスプラス
		1,000		Ⅰ		399		2		0		0		0.5		0.1				-										0.5

								Ⅱ		429		2		0		0		0.5		0.1				-										0.5

								Ⅲ		416		2		0		0		0.5		0.1				-										0.5

								平均 ヘイキン										0.5		0.1		66.7

				ベルクートフロアブル
		1,500		Ⅰ		419		9		0		0		2.1		0.4				-										2.1

								Ⅱ		422		1		0		0		0.2		0				-										0.2

								Ⅲ		406		0		0		0		0		0				-										0

								平均 ヘイキン										0.8		0.2		33.3

				対照DMI）スコア顆粒水和剤
 カリュウ スイワザイ		4,000		Ⅰ		428		1		0		0		0.2		0				-										0.2

								Ⅱ		416		0		0		0		0		0				-										0

								Ⅲ		427		0		0		0		0		0				-										0

								平均 ヘイキン										0.1		0		100.0

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		392		2		0		0		0.5		0.1														0.5

								Ⅱ		425		11		0		0		2.5		0.5														2.5

								Ⅲ		408		6		0		0		1.5		0.3														1.5

								平均 ヘイキン										1.5		0.3

				発病指数 0：発病無し, 1：病斑数1～５個/葉, 3：病斑数６～15個/葉, 5：病斑数16個/葉以上

				発病度＝Σ（程度別発病葉数×指数）×100／（調査葉数×5）、防除価＝（1－（試験区の発病度／無処理区の発病度））×100







18心腐れ (四捨五入　委託試験)

		2018　ナシ心腐れ病評価試験 シン クサ ビョウ ヒョウカ シケン																																										0

		処理薬剤 ショリ ヤクザイ		区画番号 クカク バンゴウ		収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								収穫日/調査日 シュウカク ビ チョウサビ								合計 ゴウケイ

						8/7⇒8/14								8/10⇒8/17								8/14⇒8/21								8/17⇒8/24								8/21⇒8/28								8/24⇒8/31								全期間 ゼンキカン

						病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		全果実数 ゼン カジツ スウ		虫害など ムシ ガイ

		NF180		10		5		1		6				2		1		3				11		6		17		1		11		6		17				16		8		24		2		32		8		40				77		30		107		3										28.0

		チオ		11		1				1				3		2		5				4		5		9				4		5		9				16		2		18				4				4				32		14		46		0										30.4

		無処理 ム ショリ		12		5		1		6				13		11		24				5		3		8				5		3		8				19		5		24		2				1		1				47		24		71		2										33.8

		スクレア		13		4		3		7				3		0		3				12		3		15				12		3		15				7				7				6		2		8				44		11		55		0										20.0

		MIF1002 		14		6		1		7				2		1		3				10		3		13				10		3		13				21		3		24				7		2		9				56		13		69		0				53						18.8

		NF180		15		2		2		4				4		8		12				5		12		17				5		12		17				46		18		64		6		25		7		32				87		59		146		6				301						40.4

		無処理区 ム ショリ ク		16		3		1		4				5		4		9				6		10		16				6		10		16				4		4		8		1						0				24		29		53		1				0.1760797342						54.7

		チオ		17		6				6		1		2		0		2				13		2		15				13		2		15				33		3		36				7		1		8				74		8		82		1										9.8

		スクレア		18		3				3				1		2		3				23		7		30				23		7		30				28		1		29		3		1		1		2				79		18		97		3						0				18.6

		MIF1002 		19		5				5				7		1		8				13		3		16				13		3		16				28		2		30				1				1				67		9		76		0										11.8

		NF180		20		9		4		13		1		5		2		7				15		5		20				15		5		20				4		2		6		1		23		3		26				71		21		92		2										22.8

		無処理区 ム ショリ ク		21		12		5		17				1		1		2				26		24		50		1		26		24		50				27		9		36				13		4		17				105		67		172		1										39.0

		番外 バンガイ		22		0		0		0				0		0		0				1		1		2				1		1		2				2		2		4								0				4		4		8		0										50.0

		スクレア		23		1		5		6				2		1		3				14		1		15				14		1		15				8		2		10				4				4				43		10		53		0										18.9

		スクレア		24		11		2		13				3		2		5				25		3		28				25		3		28				14		4		18				4				4				82		14		96		0		125		24		149		0		16.1

		チオ		25		17		1		18				19		2		21				29		13		42				29		13		42				7		3		10								0				101		32		133		0										24.1

		MIF1002 		26		19				19		2		17		10		27				40		6		46				40		6		46				9		1		10				8		2		10				133		25		158		2										15.8

		合計 ゴウケイ				病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		病斑なし ビョウハン		心腐れ シン クサ		合計 ゴウケイ		発病果率 ハツビョウ カ リツ		防除価 ボウジョ カ

		NF180				16		7		23		30.4%		11		11		22		50.0%		31		23		54		42.6%		31		23		54		42.6%		66		28		94		29.8%		80		18		98		18.4%		77		30		107		28.0%

																																																						87		59		146		40.4%

																																																						71		21		92		22.8%

				合計 ゴウケイ																																																		235		110		345		30.4%		28.5

		MIF1002 																																																				56		13		69		18.8%

																																																						67		9		76		11.8%

																																																						133		25		158		15.8%

				合計 ゴウケイ		30		1		31		3.2%		26		12		38		31.6%		63		12		75		16.0%		63		12		75		16.0%		58		6		64		9.4%		16		4		20		20.0%		256		47		303		15.5%		63.5

		スクレア				19		10		29		34.5%		9		5		14		35.7%		74		14		88		15.9%		74		14		88		15.9%		57		7		64		10.9%		15		3		18		16.7%		44		11		55		20.0%

																																																						79		18		97		18.6%

																																																						125		24		149		16.1%

				合計 ゴウケイ																																																		248		53		301		18.2%		57.2

		チオ				24		1		25		4.0%		24		4		28		14.3%		46		20		66		30.3%		46		20		66		30.3%		56		8		64		12.5%		11		1		12		8.3%		32		14		46		30.4%

																																																						74		8		82		9.8%

																																																						101		32		133		24.1%

				合計 ゴウケイ																																																		207		54		261		21.4%		49.6

		無処理 ム ショリ				20		7		27		25.9%		19		16		35		45.7%		37		37		74		50.0%		37		37		74		50.0%		50		18		68		26.5%		13		5		18		27.8%		47		24		71		33.8%

																																																						24		29		53		54.7%

																																																						105		67		172		39.0%

				合計 ゴウケイ																																																		176		120		296		42.5%





調査結果 (委託試験結果用）

										ナシ鉢苗接種試験　発病度調査 ハチ ナエ セッシュ シケン ハツビョウ ド チョウサ

				薬散日 ヤク サン ビ		接種日 セッシュ ビ		調査日 チョウサ ビ		薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		炭疽病発病葉枚数 タンソビョウ ハツビョウ ハ マイスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率
（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

														0		1		3		5

				43290		43292		43301		MIF1606		×1000		50		3						53		5.7%		1.1

				43292		43294		43304						40		3						43		7.0%		1.4

				43294		43296		43305						46		7						53		13.2%		2.6

														45.3333333333		4.3333333333		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		49.6666666667				1.7		90.7

				43290		43292		43301		デラン		×1000		62		9						71		12.7%		2.5

				43292		43294		43304						50		9						59		15.3%		3.1

				43294		43296		43305						47		11						58		19.0%		3.8

														53		9.6666666667		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		62.6666666667				3.1		83.1

				43290		43292		43301		セイビアー		×2000		57		6						63		9.5%		1.9

				43292		43294		43304						66		8						74		10.8%		2.2

				43294		43296		43305						55		6						61		9.8%		2.0

														59.3333333333		6.6666666667		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		66				2.0		89.1

				43290		43292		43301		無処理区 ム ショリ ク				8		28		8				44		81.8%		23.6

				43292		43294		43304						9		31		3				43		79.1%		18.6

				43294		43296		43305						22		35		1				58		62.1%		13.1

														13		31.3333333333		4		ERROR:#DIV/0!		48.3333333333				18.4



				・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ

				・発病指数　０：発病無し、１：病斑数１～10個/葉、３：病斑数11～40個/葉、５：病斑数41個/葉 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ナ ビョウハン スウ コ ハ コ コ





18黒星　表　成績書



				表１　各殺菌剤等の黒星病に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ トウ クロ ホシビョウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

										0		1		3		5		（％）

				MIF-1002フロアブル
		2,000		Ⅰ		424		2		0		0		0.5		0.1				-

								Ⅱ		421		0		0		0		0.0		0.0				-

								Ⅲ		415		3		0		0		0.7		0.1				-

								平均 ヘイキン										0.4		0.1		97.9

				NF-180フロアブル20		2,000		Ⅰ		423		1		0		0		0.2		0.0				-

								Ⅱ		415		2		0		0		0.5		0.1				-

								Ⅲ		407		3		0		0		0.7		0.1				-

								平均 ヘイキン										0.5		0.1		97.9

				セイビアーフロアブル20
		2,000		Ⅰ		409		11		0		0		2.6		0.5				-

								Ⅱ		414		13		1		0		3.3		0.7				-

								Ⅲ		419		10		1		0		2.6		0.6				-

								平均 ヘイキン										2.8		0.6		87.2

				ホスプラス
		1,000		Ⅰ		399		21		5		3		6.8		2.4				-

								Ⅱ		429		11		2		0		2.9		0.8				-

								Ⅲ		416		7		1		0		1.9		0.5				-

								平均 ヘイキン										3.9		1.2		74.5

				対照）ベルクートフロアブル
		1,500		Ⅰ		419		7		0		0		1.6		0.3				-

								Ⅱ		422		8		0		0		1.9		0.4				-

								Ⅲ		406		5		1		0		1.5		0.4				-

								平均 ヘイキン										1.7		0.4		91.5

				対照DMI）スコア顆粒水和剤
 カリュウ スイワザイ		4,000		Ⅰ		428		3		0		0		0.7		0.1				-

								Ⅱ		416		1		0		0		0.2		0.0				-

								Ⅲ		427		5		0		0		1.2		0.2				-

								平均 ヘイキン										0.7		0.1		97.9

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		392		71		13		4		18.3		5.4

								Ⅱ		425		29		20		11		12.4		5.9

								Ⅲ		408		33		9		1		9.5		2.9

								平均 ヘイキン										13.4		4.7

				発病指数 0：発病無し, 1：病斑数1個/葉, 3：病斑数2～3個/葉, 5：病斑数4個/葉以上

				発病度＝Σ（程度別発病葉数×指数）×100／（調査葉数×5）,　防除価＝（1－（試験区の発病度／無処理区の発病度））×100







18 黒星 (四捨五入　委託試験と同じ)

				立ち木委託試験　調査日：6月12日　散布日：４月20日，５月１，10，21，５月31日 タ キ イタク シケン チョウサビ ガツ ニチ サンプ ビ																								※赤星はいずれも発病指数１のみ アカホシ ハツビョウ シスウ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ		番号 バンゴウ		テープ
の色 ショク		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		薬害 ヤクガイ		赤星発生数 アカホシ ハッセイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

										0		1.0		3.0		5.0

				ＢＡＦ1802		①				413		2.0		1.0				416		0.7%		0.2		95.7		－		1		0.00		0.0		82.1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				413		1.0						414		0.2%		0.0		100.0		－		1		0.00		0.0		82.0

		43258				⑤				405		4.0						409		1.0%		0.2		95.7		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				410.3333333333		2.3		1.0				413		0.6%		0.1		97.9				0.7		0.00		0.0		88.0

				MIF1002		①				424		2.0						426		0.5%		0.1		97.9		－		6		0.01		0.3		0

		(調査） チョウサ				③				421								421		0.0%		0.0		100.0		－		3		0.01		0.1		46.9

		43258				⑤				415		3.0						418		0.7%		0.1		96.9		－		3		0.01		0.1		46.5

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				420		2.5						422		0.4%		0.1		97.9				4.0		0.01		0.2		29.3

				NF180		①				423		1.0						424		0.2%		0.0		100.0		－		2		0.00		0.1		64.8

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				415		2.0						417		0.5%		0.1		97.9		－		4		0.01		0.2		28.5

		43255				⑤				407		3.0						410		0.7%		0.1		97.9		－		4		0.01		0.2		27.3

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				415		2.0						417		0.5%		0.1		97.9				3.3		0.01		0.2		40.4

				ホスプラス		①				399		21.0		5.0		3.0		428		6.8%		2.4		48.9		－		2		0.00		0.1		65.2

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				429		11.0		2.0				442		2.9%		0.8		83.0		－		2		0.00		0.1		66.3

		43258				⑤				416		7.0		1.0				424		1.9%		0.5		89.4		－		2		0.00		0.1		64.8

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				414.6666666667		13.0		2.7		3.0		431		3.9%		1.2		74.5				2.0		0.00		0.1		65.4

				ベルクート		①				419		7.0						426		1.6%		0.3		93.6		－		9		0.02		0.4		0

		(調査） チョウサ				③				422		8.0						430		1.9%		0.4		91.5		－		1		0.00		0.0		82.7

		43258				⑤				406		5.0		1.0				412		1.5%		0.4		91.5		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				415.6666666667		6.7		1.0				423		1.7%		0.4		91.5				3.3		0.01		0.2		41.2

				セイビアー		①				409		11.0		0.0				420		2.6%		0.5		89.4		－		8		0.02		0.4		0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				414		13.0		1.0				428		3.3%		0.7		85.1		－		6		0.01		0.3		0

		43255				⑤				419		10.0		1.0				430		2.6%		0.6		87.2		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				414		11.3		0.7				426		2.8%		0.6		87.2				4.7		0.01		0.2		18.4

				スコア		①				428		3.0						431		0.7%		0.1		97.9		－		1		0.00		0.0		82.7

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				416		1.0						417		0.2%		0.0		100.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		43258				⑤				427		5.0						432		1.2%		0.2		95.7		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				423.6666666667		3.0						427		0.7%		0.1		97.9				0.3		0.00		0.0		94.2

						①				392		71.0		13.0		4.0		480		18.3%		5.4						2		0.00		0.1

		(調査） チョウサ		無処理 ム ショリ		③				425		29.0		20.0		11.0		485		12.4%		5.9						11		0.02		0.5

		43258				⑤				408		33.0		9.0		1.0		451		9.5%		2.9						6		0.01		0.3

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				408.3333333333		44.3		14.0		5.3		472		13.4%		4.7						6.3		0.01		0.3

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ







18黒星　表　落葉果樹 (シンプル)



				表１　各殺菌剤等の黒星病に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ トウ クロ ホシビョウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

								（％）

				MIF-1002フロアブル		2,000		0.4		0.1		97.9		－

				NF-180フロアブル20		2,000		0.5		0.1		97.9		－

				セイビアーフロアブル20		2,000		2.6		0.6		87.2		－

				ホスプラス		1,000		3.9		1.2		74.5		－

				対照）ベルクートフロアブル		1,500		1.7		0.4		91.5		－

				対照DMI）スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		0.7		0.1		97.9		－

				無処理 ム ショリ				13.4		4.7

				注１)防除価＝（1‐（処理区の発病度/無処理区の発病度））×100 チュウ ボウジョ カ ショリ ク ハツビョウ ド ム ショリ ク ハツビョウ ド

				 ２)1区２樹３連制









18心腐れ　表　落葉果樹



				表２　各殺菌剤の心腐れ症に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ ココロ クサ ショウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

								（％）

				MIF-1002フロアブル		2,000		15.5		63.5		-

				NF-180フロアブル20		2,000		30.4		28.4		-

				対照）チオノックフロアブル		500		21.4		49.6		-

				無処理 ム ショリ				42.5

				注１)防除価＝（1‐（処理区の発症果率/無処理区の発症果率））×100 チュウ ボウジョ カ ショリ ク ハッショウ カ リツ ム ショリ ク

				 ２)1区１/２樹３連制





18炭疽　表　落葉果樹 (シンプル) 



				表３　各殺菌剤の炭疽病に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ タンソビョウ タイ ボウジョ コウカ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

								（％）

				セイビアーフロアブル20		2,000		10.1		2.0		89.1		－

				対照）デランフロアブル		1,000		15.6		3.1		83.2		－

				無処理 ム ショリ				74.3		18.4

				注１)防除価＝（1‐（処理区の発病度/無処理区の発病度））×100 チュウ ボウジョ カ ショリ ク ハツビョウ ド ム ショリ ク ハツビョウ ド

				 ２)1区２樹３連制









18黒星　表　　



				表１　各殺菌剤等の黒星病に対する防除効果 ヒョウ カク サッキンザイ トウ クロ ホシビョウ タイ ボウジョ コウカ



				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈
倍数 キシャク バイスウ		反復 ハンプク		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

										0		1		3		5		（％）

				４）BAF-1802フロアブル
ジチアノン500 g/L
フルキサピロキサド56 g/L
Lot-No.FG-18004-1		1,500		Ⅰ		413		2		1		0		0.7		0.2				-

								Ⅱ		413		1		0		0		0.2		0.0				-

								Ⅲ		405		4		0		0		1.0		0.2				-

								平均 ヘイキン										0.6		0.1		97.9

				7）MIF-1002フロアブル
新規化合物20.0%　
Lot No.F170301 シンキ カゴウブツ		2,000		Ⅰ		424		2		0		0		0.5		0.1				-

								Ⅱ		421		0		0		0		0.0		0.0				-

								Ⅲ		415		3		0		0		0.7		0.1				-

								平均 ヘイキン										0.4		0.1		97.9

				（323）IC-zinc（検討外）
酸化亜鉛97％
Lot No.170315 ケントウ ホカ サンカ アエン		1,000		Ⅰ		153		82		88		51				32.1				-

								Ⅱ		163		71		74		31				26.4				-

								Ⅲ		263		85		50		11				14.2				-

								平均 ヘイキン												24.3		19.5

				（○）セイビアーフロアブル20
フルジオキソニル20.0％
Lot No.17.10LAA385		2,000		Ⅰ		280		40		6		0				3.6				-

								Ⅱ		299		28		6		0				2.8				-

								Ⅲ		305		50		7		2				4.5				-

								平均 ヘイキン												3.6		88.1

				対照）ベルクートフロアブル
イミノクタジンアルベシル酸塩30％
Lot No.18.10HEH-734YS  サン エン		1,500		Ⅰ		419		7		0		0		1.6		0.3				-

								Ⅱ		422		8		0		0		1.9		0.4				-

								Ⅲ		406		5		1		0		1.5		0.4				-

								平均 ヘイキン										1.7		0.4		91.5

				無処理 ム ショリ				Ⅰ		392		71		13		4		18.3		5.4

								Ⅱ		425		29		20		11		12.4		5.9

								Ⅲ		408		33		9		1		9.5		2.9

								平均 ヘイキン										13.4		4.7





調査結果 (立ち木委託試験) 1区2樹３連

				立ち木委託試験　調査日6月12日 タ キ イタク シケン チョウサビ ガツ ニチ																								※赤星はいずれも発病指数１のみ アカホシ ハツビョウ シスウ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ		番号 バンゴウ		テープ
の色 ショク		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		薬害 ヤクガイ		赤星発生数 アカホシ ハッセイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

										0		1.0		3.0		5.0

				ＢＡＦ1802		①				413		2.0		1.0				416		0.7%		0.2		94.9		－		1		0.00		0.0		82.1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				413		1.0						414		0.2%		0.0		99.0		－		1		0.00		0.0		82.0

		43258				⑤				405		4.0						409		1.0%		0.2		95.9		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				410.3333333333		2.3		1.0				413		0.6%		0.2		96.6				0.7		0.00		0.0		88.0

				MIF1002		①				424		2.0						426		0.5%		0.1		98.0		－		6		0.01		0.3		0

		(調査） チョウサ				③				421								421		0.0%		0.0		100.0		－		3		0.01		0.1		46.9

		43258				⑤				415		3.0						418		0.7%		0.1		97.0		－		3		0.01		0.1		46.5

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				420		2.5						422		0.4%		0.1		98.3				4.0		0.01		0.2		29.3

				NF180		①				423		1.0						424		0.2%		0.0		99.0		－		2		0.00		0.1		64.8

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				415		2.0						417		0.5%		0.1		98.0		－		4		0.01		0.2		28.5

		43255				⑤				407		3.0						410		0.7%		0.1		96.9		－		4		0.01		0.2		27.3

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				415		2.0						417		0.5%		0.1		98.0				3.3		0.01		0.2		40.4

				ホスプラス		①				399		21.0		5.0		3.0		428		6.8%		2.4		49.8		－		2		0.00		0.1		65.2

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				429		11.0		2.0				442		2.9%		0.8		83.8		－		2		0.00		0.1		66.3

		43258				⑤				416		7.0		1.0				424		1.9%		0.5		90.1		－		2		0.00		0.1		64.8

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				414.6666666667		13.0		2.7		3.0		431		3.9%		1.2		74.5				2.0		0.00		0.1		65.4

				ベルクート		①				419		7.0						426		1.6%		0.3		93.1		－		9		0.02		0.4		0

		(調査） チョウサ				③				422		8.0						430		1.9%		0.4		92.2		－		1		0.00		0.0		82.7

		43258				⑤				406		5.0		1.0				412		1.5%		0.4		91.8		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				415.6666666667		6.7		1.0				423		1.7%		0.4		92.4				3.3		0.01		0.2		41.2

				セイビアー		①				409		11.0		0.0				420		2.6%		0.5		89.0		－		8		0.02		0.4		0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				414		13.0		1.0				428		3.3%		0.7		84.2		－		6		0.01		0.3		0

		43255				⑤				419		10.0		1.0				430		2.6%		0.6		87.3		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				414		11.3		0.7				426		2.8%		0.6		86.8				4.7		0.01		0.2		18.4

				スコア		①				428		3.0						431		0.7%		0.1		97.1		－		1		0.00		0.0		82.7

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				416		1.0						417		0.2%		0.0		99.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		43258				⑤				427		5.0						432		1.2%		0.2		95.1		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				423.6666666667		3.0						427		0.7%		0.1		97.1				0.3		0.00		0.0		94.2

						①				392		71.0		13.0		4.0		480		18.3%		5.4						2		0.00		0.1

		(調査） チョウサ		無処理 ム ショリ		③				425		29.0		20.0		11.0		485		12.4%		5.9						11		0.02		0.5

		43258				⑤				408		33.0		9.0		1.0		451		9.5%		2.9						6		0.01		0.3

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				408.3333333333		44.3		14.0		5.3		472		13.4%		4.7						6.3		0.01		0.3

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ
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				立ち木委託試験　調査日：6月12日　散布日：４月20日，５月１，10，21，５月31日 タ キ イタク シケン チョウサビ ガツ ニチ サンプ ビ																								※赤星はいずれも発病指数１のみ アカホシ ハツビョウ シスウ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ		番号 バンゴウ		テープ
の色 ショク		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		薬害 ヤクガイ		赤星発生数 アカホシ ハッセイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ

										0		1.0		3.0		5.0

				ＢＡＦ1802		①				413		2.0		1.0				416		0.7%		0.2		94.9		－		1		0.00		0.0		82.1

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				413		1.0						414		0.2%		0.0		99.0		－		1		0.00		0.0		82.0

		43258				⑤				405		4.0						409		1.0%		0.2		95.9		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				410.3333333333		2.3		1.0				413		0.6%		0.2		96.6				0.7		0.00		0.0		88.0

				MIF1002		①				424		2.0						426		0.5%		0.1		98.0		－		6		0.01		0.3		0

		(調査） チョウサ				③				421								421		0.0%		0.0		100.0		－		3		0.01		0.1		46.9

		43258				⑤				415		3.0						418		0.7%		0.1		97.0		－		3		0.01		0.1		46.5

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				420		2.5						422		0.4%		0.1		98.3				4.0		0.01		0.2		29.3

				NF180		①				423		1.0						424		0.2%		0.0		99.0		－		2		0.00		0.1		64.8

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				415		2.0						417		0.5%		0.1		98.0		－		4		0.01		0.2		28.5

		43255				⑤				407		3.0						410		0.7%		0.1		96.9		－		4		0.01		0.2		27.3

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				415		2.0						417		0.5%		0.1		98.0				3.3		0.01		0.2		40.4

				ホスプラス		①				399		21.0		5.0		3.0		428		6.8%		2.4		49.8		－		2		0.00		0.1		65.2

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				429		11.0		2.0				442		2.9%		0.8		83.8		－		2		0.00		0.1		66.3

		43258				⑤				416		7.0		1.0				424		1.9%		0.5		90.1		－		2		0.00		0.1		64.8

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				414.6666666667		13.0		2.7		3.0		431		3.9%		1.2		74.5				2.0		0.00		0.1		65.4

				ベルクート		①				419		7.0						426		1.6%		0.3		93.1		－		9		0.02		0.4		0

		(調査） チョウサ				③				422		8.0						430		1.9%		0.4		92.2		－		1		0.00		0.0		82.7

		43258				⑤				406		5.0		1.0				412		1.5%		0.4		91.8		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				415.6666666667		6.7		1.0				423		1.7%		0.4		92.4				3.3		0.01		0.2		41.2

				セイビアー		①				409		11.0		0.0				420		2.6%		0.5		89.0		－		8		0.02		0.4		0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				414		13.0		1.0				428		3.3%		0.7		84.2		－		6		0.01		0.3		0

		43255				⑤				419		10.0		1.0				430		2.6%		0.6		87.3		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				414		11.3		0.7				426		2.8%		0.6		86.8				4.7		0.01		0.2		18.4

				スコア		①				428		3.0						431		0.7%		0.1		97.1		－		1		0.00		0.0		82.7

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				③				416		1.0						417		0.2%		0.0		99.0		－		0		0.00		0.0		100.0

		43258				⑤				427		5.0						432		1.2%		0.2		95.1		－		0		0.00		0.0		100.0

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				423.6666666667		3.0						427		0.7%		0.1		97.1				0.3		0.00		0.0		94.2

						①				392		71.0		13.0		4.0		480		18.3%		5.4						2		0.00		0.1

		(調査） チョウサ		無処理 ム ショリ		③				425		29.0		20.0		11.0		485		12.4%		5.9						11		0.02		0.5

		43258				⑤				408		33.0		9.0		1.0		451		9.5%		2.9						6		0.01		0.3

		(調査＋散布） チョウサ サンプ				平均 ヘイキン				408.3333333333		44.3		14.0		5.3		472		13.4%		4.7						6.3		0.01		0.3

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ
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						表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ				調査圃場 チョウサ ホジョウ		希釈倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		その他の病害虫の発生状況 タ ビョウガイチュウ ハッセイ ジョウキョウ

										0		1		3		5

								4,000		54		3		0		0		57		5.3		1.1		96.2		赤星病発生用枚数：５枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43265				市原市 イチハラ シ		1,500		52		2		0		0		54		3.7		0.7		97.6		赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						ー		32		6		6		11		55		41.8		28.7				赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								4,000		33		1		0		0		34		2.9		0.6		84.2		赤星病発生用枚数：１枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43270				市川市 イチカワ シ		1,500		83		4		0		0		87		4.6		0.9		76.3		赤星病発生用枚数：３枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						ー		32		4		1		0		37		13.5		3.8				赤星病発生用枚数：６枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								4,000		60		1		0		0		61		1.6		0.3		93.3		赤星病発生用枚数：２枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43270				船橋市 フナバシ シ		1,500		44		2		0		0		46		4.3		0.9		80.0		赤星病発生用枚数：５枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						ー		49		7		2		0		58		15.5		4.5				赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								4,000		48		5		0		0		53		9.4		1.9		61.2		赤星病発生用枚数：０枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43265				白井市① シロイ シ		1,500		52		3		0		0		55		5.5		1.1		77.6		赤星病発生用枚数：０枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						ー		39		9		1		0		49		20.4		4.9				赤星病発生用枚数：３枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								4,000		68		4		0		0		72		5.6		1.1		82.3		赤星病発生用枚数：３枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43265				白井市② シロイ シ		1,500		63		2		0		0		65		3.1		0.6		90.3		赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						ー		47		17		1		0		65		27.7		6.2				赤星病発生用枚数：６枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								4,000		56		1		0		0		57		1.8		0.4		95.1		赤星病発生用枚数：０枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43255				香取市 カトリ シ		1,500		62		4		0		0		66		6.1		1.2		85.4		赤星病発生用枚数：７枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						ー		54		12		4		1		71		23.9		8.2				赤星病発生用枚数：3枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ				・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ				・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ				・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ









						調査圃場 チョウサ ホジョウ		防除価 ボウジョ アタイ

						市原市 イチハラ シ		96.2

								97.6

						市川市 イチカワ シ		84.2

								76.3

						船橋市 フナバシ シ		93.3

								80.0

						白井市① シロイ シ		61.2

								77.6

						白井市② シロイ シ		82.3

								90.3

						香取市 カトリ シ		95.1

								85.4





						調査圃場 チョウサ ホジョウ		市原市 イチハラ シ		市川市 イチカワ シ		船橋市 フナバシ シ		白井市① シロイ シ		白井市② シロイ シ		香取市 カトリ シ

						処理区 ショリ ク		96.2		84.2		93.3		61.2		82.3		95.1

						対照区 タイショウ ク		97.6		76.3		80.0		77.6		90.3		85.4





































処理区	市原市	市川市	船橋市	白井市①	白井市②	香取市	96.167247386759584	84.210526315789465	93.333333333333329	61.224489795918366	82.258064516129025	95.121951219512198	対照区	市原市	市川市	船橋市	白井市①	白井市②	香取市	97.560975609756099	76.315789473684205	80	77.551020408163268	90.322580645161281	85.365853658536579	









18 DMI鉢苗

				表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ		調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		倍率 バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		その他の病害虫の発生状況 タ ビョウガイチュウ ハッセイ ジョウキョウ

												発病指数0 ハツビョウ シスウ		発病指数1 ハツビョウ シスウ		発病指数3 ハツビョウ シスウ		発病指数5 ハツビョウ シスウ

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		54		3												ERROR:#DIV/0!

				市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		2		0										ERROR:#DIV/0!

						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		6		6		11

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		60		1												ERROR:#DIV/0!

				船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		44		2												ERROR:#DIV/0!

						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		49		7		2

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33		1												ERROR:#DIV/0!

				市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		83		4												ERROR:#DIV/0!

						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		4		1

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48		5												ERROR:#DIV/0!

				白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		3												ERROR:#DIV/0!

						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		39		9		1

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		68		4												ERROR:#DIV/0!

				白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		63		2												ERROR:#DIV/0!

						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		47		17		1

						供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		56		1		0		0								ERROR:#DIV/0!

				香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		62		4		0		0								ERROR:#DIV/0!

						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		54		12		4		1

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ





18 DMI鉢苗 (四捨五入)

						表　各調査圃場における黒星病に対するDMI剤の実用性評価 ヒョウ カク チョウサ ホジョウ クロホシ ビョウ タイ ザイ ジツヨウセイ ヒョウカ

		調査日 チョウサ ビ				調査圃場 チョウサ ホジョウ				薬剤名 ヤクザイ メイ		希釈
倍率 キシャク バイリツ		発病指数 ハツビョウ シスウ								全葉枚数 ゼン ハ マイ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ アタイ		その他の病害虫の発生状況 タ ビョウガイチュウ ハッセイ ジョウキョウ

														0		1		3		5

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		54		3		0		0		57		5.3%		1.1		96.2		赤星病発生用枚数：５枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43265				市原 イチハラ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		2		0		0		54		3.7%		0.7		97.6		赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		6		6		11		55		41.8%		28.7				赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		33		1		0		0		34		2.9%		0.6		84.2		赤星病発生用枚数：１枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43270				市川 イチカワ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		83		4		0		0		87		4.6%		0.9		76.3		赤星病発生用枚数：３枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		32		4		1		0		37		13.5%		3.8				赤星病発生用枚数：６枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		60		1		0		0		61		1.6%		0.3		93.3		赤星病発生用枚数：２枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43270				船橋 フナバシ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		44		2		0		0		46		4.3%		0.9		80.0		赤星病発生用枚数：５枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		49		7		2		0		58		15.5%		4.5				赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		48		5		0		0		53		9.4%		1.9		61.2		赤星病発生用枚数：０枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43265				白井（富塚） シロイ トミヅカ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		52		3		0		0		55		5.5%		1.1		77.6		赤星病発生用枚数：０枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		39		9		1		0		49		20.4%		4.9				赤星病発生用枚数：３枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		68		4		0		0		72		5.6%		1.1		82.3		赤星病発生用枚数：３枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43265				白井（木） シロイ キ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		63		2		0		0		65		3.1%		0.6		90.3		赤星病発生用枚数：４枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		47		17		1		0		65		27.7%		6.2				赤星病発生用枚数：６枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

								供試区 キョウ シ ク		スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000倍 ０００バイ		56		1		0		0		57		1.8%		0.4		95.1		赤星病発生用枚数：０枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		43255				香取 カトリ		対照区 タイショウ ク		ベルクートフロアブル		1,500倍 ５００バイ		62		4		0		0		66		6.1%		1.2		85.4		赤星病発生用枚数：７枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		(調査） チョウサ						無散布区 ム サンプ ク		無散布 ム サンプ		ー		54		12		4		1		71		23.9%		8.2				赤星病発生用枚数：3枚 アカホシ ビョウ ハッセイ ヨウ マイスウ マイ

		・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４ ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ				・発病指数→０：発病なし、１：病斑数/葉、３：病斑数２～３個/葉、５：病斑数４個/葉以上 ハツビョウ シスウ ハツビョウ ビョウハン スウ ハ ビョウハン スウ コ ハ ビョウハン スウ イジョウ

		・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ				・展開葉を調査。先端３葉は除外。 テンカイ ハ チョウサ センタン ハ ジョガイ

		・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ				・無散布の鉢苗の葉に１～２個の斑点があるものが確認できるようになったら調査。 ム サンプ ハチ ナエ ハ コ ハンテン カクニン チョウサ





17 DMI鉢苗

				白井１ シロイ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉
率（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ

								0		1		3		5

				スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		57		0		0		0		0.0		0.0

				ベルクートフロアブル		1,500		51		0		0		0		0.0		0.0

				無処理 ム ショリ				63		0		0		0		0.0		0.0

				調査6/30 チョウサ



				白井２ シロイ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉
率（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ

								0		1		3		5

				スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		57		0		0		0		0.0		0.0		100.0

				ベルクートフロアブル		1,500		41		2		0		0		4.7		0.9		58.1

				無処理 ム ショリ				32		4		0		0		11.1		2.2

				調査6/30 チョウサ



				市原 イチハラ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉
率（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ

								0		1		3		5

				スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000		35		0		0		0		0.0		0.0		100.0

				ベルクートフロアブル		1,500		29		0		0		0		0.0		0.0		100.0

				無処理 ム ショリ				32		5		0		0		13.5		2.7

				調査6/30 チョウサ



				名雪さん　市川 ナユキ イチカワ

				供試薬剤 キョウ シヤク ザイ		希釈倍数 キシャク バイスウ		発病指数 ハツビョウ シスウ								発病葉
率（％） ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ

								0		1		3		5

				スコア顆粒水和剤 カリュウ スイワザイ		4,000										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				ベルクートフロアブル		1,500										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				無処理 ム ショリ												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





17果実汚れ

										6/28散布 サンプ																6/28散布 サンプ

										42916																42920																42929																42936

										汚れ指数 ヨゴ シスウ																汚れ指数 ヨゴ シスウ																汚れ指数 ヨゴ シスウ																汚れ指数 ヨゴ シスウ

										0		1		3		5		調査果数 チョウサ カ スウ		汚れ度 ヨゴ ド						0		1		3		5		調査果数 チョウサ カ スウ		汚れ度 ヨゴ ド						0		1		3		5		調査果数 チョウサ カ スウ		汚れ度 ヨゴ ド						0		1		3		5		調査果数 チョウサ カ スウ		汚れ度 ヨゴ ド

				オーソサイド
＋ストロビー
6/28散布区 サンプ ク		11		Ⅰ		0		4		13		7		24		65.0				Ⅰ		3		14		10		6		33		44.8				Ⅰ		10		22		5		0		37		20.0				Ⅰ		14		20		3		0		37		15.7

						17		Ⅱ		1		10		15		6		32		53.1				Ⅱ		2		8		17		6		33		53.9				Ⅱ		8		21		3		0		32		18.8				Ⅱ		12		18		2		0		32		15.0

						25		Ⅲ		4		7		11		4		26		46.2				Ⅲ		2		8		6		9		25		56.8				Ⅲ		12		21		2		1		36		17.8				Ⅲ		16		25		2		0		43		14.4

								平均 ヘイキン												54.8				平均 ヘイキン												51.9				平均 ヘイキン												18.8				平均 ヘイキン												15.0

				mif1606
6/28散布区 サンプ ク		13		Ⅰ		1		8		11		3		23		48.7				Ⅰ		2		15		10		4		31		41.9				Ⅰ		5		26		3		0		34		20.6				Ⅰ		19		27		3		0		49		14.7

						18		Ⅱ		4		13		14		4		35		42.9				Ⅱ		0		12		15		4		31		49.7				Ⅱ		10		22		3		0		35		17.7				Ⅱ		18		34		3		0		55		15.6

						23		Ⅲ		1		11		13		5		30		50.0				Ⅲ		1		10		12		4		27		48.9				Ⅲ		14		16		2		0		32		13.8				Ⅲ		12		18		1		0		31		13.5

								平均 ヘイキン												45.8				平均 ヘイキン												45.8				平均 ヘイキン												19.2				平均 ヘイキン												15.2

				アフェット2,000＋
オーソサイド1,000＋
まくぴか10,000
7/13散布区 サンプ ク		10		Ⅰ		-														Ⅰ		-														Ⅰ		9		15		5		0		29		20.7				Ⅰ		7		22		0		0		29		15.2

						15		Ⅱ																Ⅱ																Ⅱ		15		15		0		0		30		10.0				Ⅱ		33		21		0		0		54		7.8

						20		Ⅲ																Ⅲ																Ⅲ		14		21		4		0		39		16.9				Ⅲ		22		33		0		0		55		12.0

								平均 ヘイキン																平均 ヘイキン																平均 ヘイキン												15.3				平均 ヘイキン												11.5

				MIF1606
7/13散布区 サンプ ク		14		Ⅰ		-														Ⅰ		-														Ⅰ		18		13		1		0		32		10.0				Ⅰ		24		12		0		0		36		6.7

						19		Ⅱ																Ⅱ																Ⅱ		12		19		1		0		32		13.8				Ⅱ		38		31		0		0		69		9.0

						26		Ⅲ																Ⅲ																Ⅲ		8		16		1		0		25		15.2				Ⅲ		25		22		0		0		47		9.4

								平均 ヘイキン																平均 ヘイキン																平均 ヘイキン												11.9				平均 ヘイキン												7.8

				無処理 ム ショリ		12		Ⅰ		35		0		0		0		35		0.0				Ⅰ		33		0		0		0		33		0.0				Ⅰ		34		0		0		0		34		0.0				Ⅰ		36		0		0		0		36		0.0

						16		Ⅱ		32		0		0		0		32		0.0				Ⅱ		37		0		0		0		37		0.0				Ⅱ		32		0		0		0		32		0.0				Ⅱ		38		0		0		0		38		0.0

						21		Ⅲ		38		0		0		0		38		0.0				Ⅲ		33		0		0		0		33		0.0				Ⅲ		31		0		0		0		31		0.0				Ⅲ		32		0		0		0		32		0.0

								平均 ヘイキン												0.0				平均 ヘイキン												0.0				平均 ヘイキン												0.0				平均 ヘイキン												0.0

												6/25散布 サンプ																6/25散布 サンプ																6/25散布 サンプ																6/25散布 サンプ

												42183																42183																42183																42183

												a縦 タテ		b横 ヨコ														a縦 タテ		b横 ヨコ														a縦 タテ		b横 ヨコ														a縦 タテ		b横 ヨコ

										1																1																1																1

										2																2																2																2

										3																3																3																3

										4																4																4																4

										5																5																5																5

										6																6																6																6

										7																7																7																7

										8																8																8																8

										9																9																9																9

										10																10																10																10

										11																11																11																11

										12																12																12																12

										13																13																13																13

										14																14																14																14

										15																15																15																15

										16																16																16																16

										17																17																17																17

										18																18																18																18

										19																19																19																19

										20																20																20																20

										21																21																21																21

										22																22																22																22

										23																23																23																23

										24																24																24																24

										25																25																25																25

										26																26																26																26

										27																27																27																27

										28																28																28																28

										29																29																29																29

										30																30																30																30

										平均 ヘイキン		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!												平均 ヘイキン		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!												平均 ヘイキン		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!												平均 ヘイキン		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





17疫病菌接種

								薬散 ヤク サン		42865

								接種 セッシュ		42867		調査 チョウ サ		42871

										発病指数 ハツビョウ シスウ

										0		1		3		5

										無		少		多		甚				調査葉数 チョウ サ ハ スウ								発病度 ハツビョウ ド		防除価 ボウジョ カ

				ホスプラス				1		29		1		0		0

						1,000		2		26		2		0		0

								3		20		1		0		0				75		4		0		0		1.0		79.5

				デランフロアブル				1		28		3		0		0

						1,000		2		27		4		2		0

								3		21		1		0		0				76		8		2		0		3.3		34.0

				無処理 ム ショリ				1		20		6		2		0

								2		26		4		0		0

								3		18		0		1		0				64		10		3		0		4.9















































































































































































17　炭疽

				5/7薬剤散布　5/９接種　5/16調査 ヤクザイ サンプ セッシュ チョウサ



								0		1		3		5				0		1		3		5		計 ケイ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		平均 ヘイキン		防除価 ボウジョ カ

				NF-180フロアブル
2,000倍 バイ		1		9		29		7		0		45																				非公開 ヒコウカイ

						2		10		22		5		0		37		19		51		12		0		82		76.8		21.2						82		19		51		12		0		76.8292682927		21.2195121951

						3		8		27		6		0		41																				88		17		59		12		0		80.6818181818		21.5909090909

						4		9		32		6		0		47		17		59		12		0		88		80.7		21.6						78		29		42		7		0		62.8205128205		16.1538461538

						5		14		25		4		0		43																																19.6547558133		32.4548184675

						6		15		17		3		0		35		29		42		7		0		78		62.8		16.2		19.7		32.5

				MIF-1606
1,000倍 バイ		1		26		0		0		0		26

						2		16		0		0		0		16		42		0		0		0		42		0.0		0.0						42		42		0		0		0		0		0

						3		31		0		0		0		31																				61		60		1		0		0		1.6393442623		0.3278688525

						4		29		1		0		0		30		60		1		0		0		61		1.6		0.3						54		53		1		0		0		1.8518518519		0.3703703704

						5		23		1		0		0		24																																0.2327464076		99.2001478674

						6		30		0		0		0		30		53		1		0		0		54		1.9		0.4		0.2		99.2

				デランフロアブル
1,000倍 バイ		1		15		1		0		0		16

						2		25		4		0		0		29		40		5		0		0		45		11.1		2.2						45		40		5		0		0		11.1111111111		2.2222222222

						3		21		3		0		0		24																				54		49		5		0		0		9.2592592593		1.8518518519

						4		28		2		0		0		30		49		5		0		0		54		9.3		1.9						56		55		1		0		0		1.7857142857		0.3571428571

						5		32		0		0		0		32																																1.4770723104		94.9239197734

						6		23		1		0		0		24		55		1		0		0		56		1.8		0.4		1.5		94.9

				無処理 ム ショリ		1		7		14		15		0		36

						2		7		22		15		0		44		14		36		30		0		80		82.5		31.5						80		14		36		30		0		82.5		31.5

						3		1		15		5		0		21																				58		7		33		17		1		87.9310344828		30.6896551724

						4		6		18		12		1		37		7		33		17		1		58		87.9		30.7						47		12		24		10		1		74.4680851064		25.1063829787

						5		4		16		7		1		28																																29.0986793837

						6		8		8		3		0		19		12		24		10		1		47		74.5		25.1		29.1



				5/15薬剤散布　5/16接種　5/26調査 ヤクザイ サンプ セッシュ チョウサ



								0		1		3		5				0		1		3		5		計 ケイ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		平均 ヘイキン		防除価 ボウジョ カ

				アビオン
1,000倍 バイ		1		3		14		10		2		29

						2										0		3		14		10		2		29		89.7		37.2

						3		5		15		11		0		31

						4										0		5		15		11		0		31		83.9		31.0

						5

						6																										34.1		-17.2

				AKD5195
2,000倍 バイ		1		22		4		0		0		26

						2										0		22		4		0		0		26		15.4		3.1

						3		23		6		1		0		30

						4										0		23		6		1		0		30		23.3		6.0

						5

						6																										4.5		84.4

				ホスプラス
1,000倍 バイ		1		5		18		5		0		28

						2										0		5		18		5		0		28		82.1		23.6

						3		2		8		8		0		18

						4										0		2		8		8		0		18		88.9		35.6

						5

						6																										29.6		-1.6

				FMC1603
5,000倍 バイ		1		5		16		7		0		28

						2										0		5		16		7		0		28		82.1		26.4

						3		3		15		5		0		23

						4										0		3		15		5		0		23		87.0		26.1

						5

						6																										26.3		9.8

				MIF1002
1,000		1		7		17		5		0		29

						2										0		7		17		5		0		29		75.9		22.1

						3		4		11		1		0		16

						4										0		4		11		1		0		16		75.0		17.5

						5

						6																										19.8		32.0

				IC Zinc
1,000		1		1		8		13		0		22

						2										0		1		8		13		0		22		95.5		42.7

						3										0

						4		4		15		4		0		23		4		15		4		0		23		82.6		23.5

						5

						6																										33.1		-13.8

				デランフロアブル
1,000倍 バイ		1		12		3		0		0		15

						2										0		12		3		0		0		15		20.0		4.0

						3		23		3		0		0		26

						4										0		23		3		0		0		26		11.5		2.3

						5

						6																										3.2		89.2

				無処理 ム ショリ		1		2		11		10		0		23

						2										0		2		11		10		0		23		91.3		35.7

						3		3		10		7		0		20

						4										0		3		10		7		0		20		85.0		31.0

						5

						6																										33.3





17トマト野帳

																																																																																								葉先枯れ症状（病気でない） ハ サキ カ ショウジョウ ビョウキ																												葉先枯れ症状（病気でない） ハ サキ カ ショウジョウ ビョウキ																												葉先枯れ症状（病気でない） ハ サキ カ ショウジョウ ビョウキ																										葉先枯れ症状（病気でない） ハ サキ カ ショウジョウ ビョウキ																																		葉先枯れ症状（病気でない） ハ サキ カ ショウジョウ ビョウキ																																		葉先枯れ症状（病気でない） ハ サキ カ ショウジョウ ビョウキ

										葉かきにより無し ハ ナ																																																		葉かきにより無し ハ ナ																												葉かきにより無し ハ ナ																												葉かきにより無し ハ ナ																												葉かきにより無し ハ ナ																										葉かきにより無し ハ ナ																																		葉かきにより無し ハ ナ																																		葉かきにより無し ハ ナ

								1		葉かび病の病斑　１個/葉 ハ ビョウ ビョウ ハン コ ハ																																																1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																										1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																										1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																										1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																								1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																																1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																																1		葉かび病の病斑　１/3未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ビョウ ハン

																																																										2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																										2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																										2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																										2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																								2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																																2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン																																2		葉かび病の病斑　１/3以上1/2未満の小葉に病斑あり ハ ビョウ ビョウ ハン イジョウ ミマン ショウ ハ ビョウ ハン

				42656																								42656																										42695																												42718																												42762																												42796				ほぼグリーンフォース																						42837				ほぼグリーンフォース																														42871				ほぼグリーンフォース																														42915				ほぼグリーンフォース

				田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																				田辺圃場 タナベ ホジョウ				斑点病or褐色輪紋病 ハンテン ビョウ カッショク ワ モン ビョウ																						田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																								田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																								田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																								田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																						田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																														田辺圃場 タナベ ホジョウ				すすかび病 ビョウ																														田辺圃場 タナベ ホジョウ				灰かび病 ハイ ビョウ

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				1																								1																										1										1		1		1		1		1		2								1																												1																1												1																										1																																		1																																		1

				2																1								2																		1								2														1		1		1		1								2																												2																												2																										2																																		2																																		2																						すす病多発 ビョウ タハツ

				3																								3																										3										1		1						1		2								3																				1								3																		1										3																										3																																		3																																		3																						　葉先枯れから灰かびへ ハ サキ カ ハイ

				4																1				2				4																										4												1				1		1		1								4																												4																1		1										4																										4																																		4																																		4				1		1				1

				5																				1				5														1												5												1		1		1		1		2								5																												5																												5																										5																																		5																																		5								1						1								　循環扇の流れ ジュンカン オウギ ナガ

				6																1								6																										6												1		1				1		1								6																												6																												6																										6																																		6																																		6		1		1								1										　養液のよどみ ヨウエキ

				7														1				1		1				7																										7												1		1				1		1								7																				1								7																												7																										7																																		7																																		7				1																		　株の勢い カブ イキオ

				8																1		1		1				8												1														8																2				2								8																												8																												8																										8																																		8																																		8				1		1								1

				9																				2				9														1				1								9														1		2		1		1								9																												9																		1										9																										9																																		9																																		9						1		1

				10																								10												1														10																				1								10																												10																												10																										10																																		10																																		10														1

				11																1				1				11																										11																		1		1								11																				1								11																												11																										11																																		11																																		11		1				1

				12																		1		1				12																										12														1		2		1		2								12																												12																		1										12																										12																																		12																																		12

				13																								13								1																		13																		1		1								13																												13																												13																										13																																		13																																		13

				14												1												14																										14																1		1		1								14																												14																												14																										14																																		14																																		14																1

				15																				1				15																1				1						15																				1								15																												15																												15																										15																																		15																																		15		1												1

				16																				1				16																1										16																												16																												16																												16																										16																																		16																																		16		1

				17																								17												1														17										1				1		1		1		1								17																												17																												17																										17																																		17																																		17

				18																1								18																		1								18												1				2		1		1								18																												18																		1										18																										18																																		18																																		18

				19																				1				19																										19																1		1										19																												19																				1								19																										19																																		19																																		19

				20																				1				20																				1						20														1				1										20																												20																												20																										20																																		20																																		20

				21																1		1		1				21																										21																		1		1								21																												21																												21																										21																																		21																																		21

				22												1		1										22																1										22										1		1		1		1		1		2								22																												22																												22																										22																																		22																																		22		1

				23																				1				23																		1								23														1		2		2		1								23																												23																												23																										23																																		23																																		23

				24																								24																										24												1				2		2		2								24																				1								24																												24																										24																																		24																																		24				1		1

				25																								25																										25												1		1		1												25																												25																												25																				1						25																																		25																																		25				1

				26																1				2				26																1										26																		1		1								26																												26																												26																										26																																		26																																		26				1

				27																								27																										27																		1		1								27																				1								27																												27																										27																																		27																																		27

				28																		1						28																										28								1						1		2		1		1								28																				1								28																												28																										28																																		28																																		28												1

				29																								29																										29																		1		2								29																												29																												29																										29																																		29																																		29

				30														1				1		1				30																										30																				1								30																												30																												30																										30																																		30																																		30

																								37																								16																										111																												6																												8																												1																										0																																		0																																		27

										葉かきにより無し ハ ナ																																																		発病無し ハツビョウ ナ																												発病無し ハツビョウ ナ																												発病無し ハツビョウ ナ																												発病無し ハツビョウ ナ																										発病無し ハツビョウ ナ																																		発病無し ハツビョウ ナ																																		発病無し ハツビョウ ナ

								1		うどんこ病の病斑　１個/葉 ビョウ ビョウ ハン コ ハ																																																																																																								1		うどんこ病の病斑　１個/葉 ビョウ ビョウ ハン コ ハ																										1		うどんこ病の病斑　1/3未満の小葉に病斑あり/葉 ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ヤマイ マダラ ハ																								1		うどんこ病の病斑　1/3未満の小葉に病斑あり/葉 ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ヤマイ マダラ ハ																																1		うどんこ病の病斑　1/3未満の小葉に病斑あり/葉 ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ヤマイ マダラ ハ																																1		うどんこ病の病斑　1/3未満の小葉に病斑あり/葉 ビョウ ビョウ ハン ミマン ショウ ハ ヤマイ マダラ ハ

																																																																																																																																														2		うどんこ病の病斑　1/3～1/2の小葉に病斑あり個/葉 ビョウ ビョウ ハン コ ハ ビョウ ハン コ ハ																								2		うどんこ病の病斑　1/3～1/2の小葉に病斑あり個/葉 ビョウ ビョウ ハン コ ハ ビョウ ハン コ ハ																																2		うどんこ病の病斑　1/3～1/2の小葉に病斑あり個/葉 ビョウ ビョウ ハン コ ハ ビョウ ハン コ ハ																																2		うどんこ病の病斑　1/3～1/2の小葉に病斑あり個/葉 ビョウ ビョウ ハン コ ハ ビョウ ハン コ ハ

																																																																																																																																																																																																																																												3		うどんこ病の病斑　1/2以上の小葉に病斑あり ビョウ ビョウ ハン イジョウ コ ハ ビョウ ハン

				42656																																																		42695																												42718																												42762																												42796																										42837																																		42871																																		42915																										42915

				石井圃場 イシイ ホジョウ				うどんこ病のみ発生 ビョウ ハッセイ																																														石井圃場 イシイ ホジョウ																												石井圃場 イシイ ホジョウ																												石井圃場 イシイ ホジョウ																												石井圃場 イシイ ホジョウ																										石井圃場 イシイ ホジョウ																																		石井圃場 イシイ ホジョウ																																		石井圃場 イシイ ホジョウ		うどんこ病 ビョウ																								石井圃場 イシイ ホジョウ				灰色かび病 ハイイロ ビョウ

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				1																																																		1																												1																												1																												1						1																				1																				1														1																																		1		1		1		1		1		2		1		1		1										1		1

				2																																																		2																												2																												2																												2								1																		2																																		2																																		2		2		2		1		2		2		2		1		1		0								2						1										1

				3																																																		3																												3																												3																												3																						1				3																																		3																																		3		1		1		2		2		3		2		1												3						1

				4																1																																		4																												4																												4																												4																										4																																		4										1																								4		1		2		2		2		3		3		2		1										4				1		1

				5																1																																		5																												5																												5																												5																										5																				1														5																				1														5		1		2		2		3		3		2		1		2										5										1

				6																																																		6																												6																												6																												6																		1								6																				1														6																																		6		1		2		2		3		3		2		1		1										6		1		1				1				1

				7																																																		7																												7																												7																												7																										7																1																		7																																		7		2		2		3		3		3		2		2		1										7		2		2		2

				8																																																		8																												8																												8																												8																										8																				1														8																				1														8		0		1		1		2		1		1		2		1		0								8				1

				9																																																		9																												9																												9																												9										1										1						9										1										1														9																																		9		1		0		1		1		2		2		1		2		1								9				2

				10																				1																														10																												10																												10																												10																										10																		1																10																																		10		1		1		1		2		2		2		1		1										10		1

				11																																																		11																												11																												11																												11																		1								11																		2		1														11																																		11		1		1		1		1		1		1		1		1										11		1		1				1		1

				12																																																		12																												12																												12																												12																				1						12														1				1		1														12																																		12		1		1		2		2		1		1														12		1				1

				13																																																		13																												13																												13																												13																				1						13												1								2														13																																		13		1		1		1		1		0		0		0		0										13

				14																																																		14																												14																												14																												14																				1						14												1				2		1																14																																		14		0		0		0		1		2		2		2		3		1								14		1		1		1

				15																																																		15																												15																												15																												15																										15																																		15																																		15		0		1		1		2		3		3		2												15		1		1		1

				16																																																		16																												16																												16																												16																										16																																		16																																		16		1		1		1		1		2		2		1		1		1								16						1		2

				17																																																		17																												17																												17																												17																										17																																		17																																		17		0		0		1		1		3		3		2		2										17		2		3		2

				18																																																		18																												18																												18																				1								18																		1								18																																		18																																		18		1		1		3		3		2		2		3		2		1								18								1

				19												1																																						19																												19																												19																												19																										19																				1														19																																		19		0		0		1		1		1		2		3		3		2		1						19								1

				20																																																		20																												20																												20																												20																										20																				1														20																				1														20		0		0		0		1		1		1		1												20				2		3		2

				21																																																		21																												21																												21																												21																										21																																		21																				1														21		1		1		1		0		1		2		2		1										21		3		2		3		2

				22																1																																		22																												22																												22																												22																										22																																		22																																		22		0		1		0		0		2		0		1		1										22				1

				23																														300																				23																												23																												23																												23																										23																																		23																																		23		0		1		1		1		1		1		1												23

				24												1																		77																				24																												24																												24																												24																										24																1																		24																				1														24		0		0		0		0		1		1		1		1										24		1		1		2

				25																														223																				25																												25																												25																												25																										25																																		25																																		25		0		0		0		1		1		2		1		0										25		3		3		2

				26																																																		26																												26																												26																												26																										26																				1														26																																		26		0		0		1		1		1		1		1												26				1

				27																																																		27																												27																												27																												27																1										27																																		27																																		27		0		0		0		1		0		0		0		1		0								27		3		2

				28																																																		28																												28																												28																				1								28																										28																																		28																																		28		0		1		1		1		0		1		0		1		0								28		1		1		1

				29																																																		29																												29																												29																												29																										29																																		29																																		29		0		0		1		1		1		1		1												29
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																																																																																																																																										1																				9枚目まで０ マイメ						1																				1				1				1						1																				11枚目まで０ マイメ														1		0		0		1		0		0		0		2		0										1		1		2		2		1		0		0		0		0

																																																																																																																																										2																				9枚目まで０ マイメ						2																						1												2																				14枚目で０ マイ メ														2		0		0		1		1		0		0		0												2		1		2		2		2		0		0		0

																																																																																																																																										3																				11枚目のみ１ マイメ						3								1								1		1		1		1												3																				12枚目まで０ マイメ														3		0		0		0		1		1		2		0		0										3		1		3		2		0		0		0		0		0

																																																																																																																																										4																				10枚目まで０ マイメ						4												1				1		1				1		2		1		1						4																				15枚目まで０ マイメ														4		0		1		1		0		0		0		0		0										4		3		2		1		1		0		0		0		0

																																																																																																																																										5																				10枚目まで０ マイメ						5																						1				1								5																				11枚目まで０ マイメ														5		0		0		1		2		1		1		1		0										5		2		0		3		3		0		0		0		0

																																																																																																																																										6																				１１枚目まで０ マイメ						6												1		1				1		1														6																				14枚目で０ マイ メ														6		0		1		1		1		1		1		0		0										6		2		3		4		2		2		0		0		0
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Sheet4

				田辺氏圃場 タナベ シ ホジョウ		各株10枚までの展開葉×30株調査の発病葉率 カク カブ マイ テンカイ ハ カブ チョウサ ハツビョウハ リツ

						43021		43060		43083		42762		42796		42837		42871		42915

				すすかび病 ビョウ		11.3		31.5		2.0		2.7		0.3		0		0

				斑点or褐色輪紋病 ハンテン カッショク ワ モン ビョウ		5.3

				葉先枯れ症状 ハ サキ カ ショウジョウ						12.3		5.7		0		0		0

				灰色かび病 ハイイロ ビョウ																9.0







				石井氏圃場 イシイ シ ホジョウ		各株10枚までの展開葉×30株調査の発病葉率 カク カブ マイ テンカイ ハ カブ チョウサ ハツビョウハ リツ

						43021		43060		43083		42762		42796		42837		42871		42915

				うどんこ病 ビョウ		2.7		0		0		1.0		3.7		7.7		2.0		78.4

				灰色かび病 ハイイロ ビョウ																24.5

																				栽培終了時 サイバイ シュウリョウジ

				田辺氏圃場　品種間差（灰色かび病　6/29） タナベシ ホジョウ ヒンシュカンサ ハイイロ ビョウ

				品種 ヒンシュ		調査葉数 チョウサ ハ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド

				アーノルド		47		12.8		3.2

				ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ		50		32.0		9.0

				石井氏圃場　品種間差（うどんこ病　6/29） イシイ シ ホジョウ ヒンシュ カン サ ビョウ

				品種 ヒンシュ		調査葉数 チョウサ ハ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド

				ﾊﾞｯｸｱﾀｯｸ		39		35.9		10.9

				ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ		43		55.8		20.3

				石井氏圃場　品種間差（灰色かび病　6/29） イシイ シ ホジョウ ヒンシュ カン サ ハイイロ ビョウ

				品種 ヒンシュ		調査葉数 チョウサ ハ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド

				ﾊﾞｯｸｱﾀｯｸ		39		46.2		21.8

				ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ		43		65.1		44.2

				石井氏圃場　品種間差（うどんこ病　4/12） イシイ シ ホジョウ ヒンシュ カン サ ビョウ

				品種 ヒンシュ		調査葉数 チョウサ ハ スウ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド

				ﾊﾞｯｸｱﾀｯｸ		64		28.1		7.4

				ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ		60		31.7		9.2





17ホスプラス等培地

								ビワの疫病菌を供試 エキビョウ キン キョウ タメシ										黒星病の分生子発芽 クロ ホシビョウ ブン セイ コ ハツガ

								25℃		4/14培養開始 バイヨウ カイシ

								PDA培地 バイチ		4/18調査 チョウサ

												4mmのコルクボーラー

																				調査数 チョウサ スウ		発芽数 ハツガ スウ

								無処理 ム ショリ		20.48		23.3		19.44				無処理 ム ショリ		120		110

										19.08		23.76		18.86

								MIF1002		12.01		16.29		17.22				ホスプラス		156		32

										13.07		15.04		16.37

								チオノック		4		4		4				ベルクート		128		0

										4		4		4

								ホスプラス		4		4		4

										4		4		4





17赤星

				4/24,5/1,5/11,5/22,6/1

				赤星6/12 アカ ホシ

								0		1		3		5				0		1		3		5		計 ケイ		発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド		平均 ヘイキン		防除価 ボウジョ カ		薬害 ヤクガイ

				MIF1606		1		109		0		0		0		109

						2		115		1		0		0		116		224		1		0		0		225		0.4		0.1						±

						3		111		0		0		0		111

		赤 アカ				4		121		0		0		0		121		232		0		0		0		232		0.0		0.0						±

						5		135		0		0		0		135

						6		120		0		0		0		120		255		0		0		0		255		0.0		0.0		0.0		99.2		±

				FMC1603		1		117		0		0		0		117

						2		104		0		0		0		104		221		0		0		0		221		0.0		0.0						-

						3		125		0		0		0		125

		橙 ダイダイ				4										0		125		0		0		0		125		0.0		0.0						-

						5		119		0		0		0		119

						6		125		0		0		0		125		244		0		0		0		244		0.0		0.0		0.0		100.0		-

				オルフィンプラス		1		138		0		0		0		138

						2		148		0		0		0		148		286		0		0		0		286		0.0		0.0						-

						3		126		0		0		0		126

		黄 キ				4		124		0		0		0		124		250		0		0		0		250		0.0		0.0						-

						5		123		0		0		0		123

						6		103		0		0		0		103		226		0		0		0		226		0.0		0.0		0.0		100.0		-

				IC-zinc		1		96		16		3		0		115

						2		116		15		2		1		134		212		31		5		1		249		14.9		4.1						汚れ ヨゴ

						3		96		18		0		0		114

		緑 ミドリ				4		87		9		2		0		98		183		27		2		0		212		13.7		3.1						汚れ ヨゴ

						5		103		1		0		0		104

						6		100		6		0		0		106		203		7		0		0		210		3.3		0.7		2.6		30.4		汚れ ヨゴ

				ベルクートFL
1,500		1		82		7		0		0		89

		青 アオ				2		80		5		0		0		85		162		12		0		0		174		6.9		1.4						－

						3		115		9		2		0		126

						4		102		5		0		0		107		217		14		2		0		233		6.9		1.7						－

						5		90		5		1		0		96

						6		94		14		1		0		109		184		19		2		0		205		10.2		2.4		1.8		51.1		－

				無処理 ム ショリ		1		102		31		1		2		136

						2		91		19		9		2		121		193		50		10		4		257		24.9		7.8

						3		119		22		0		0		141

						4		96		10		3		0		109		215		32		3		0		250		14.0		3.3

						5		107		0		0		0		107

						6		121		3		0		0		124		228		3		0		0		231		1.3		0.3		3.8

				ホスプラス		1		102		10		0		0		112

						2		105		25		0		0		130		207		35		0		0		242		14.5		2.9						-

						3		93		26		3		0		122

						4		123		16		0		0		139		216		42		3		0		261		17.2		3.9						-

						5		84		14		1		0		99

						6		118		6		0		0		124		202		20		1		0		223		9.4		2.1		3.4		9.9		-

				セイビアー		1		89		19		2		0		110

						2		11		19		4		1		35		100		38		6		1		145		31.0		8.4						-

						3		99		24		5		0		128

						4		121		2		0		0		123		220		26		5		0		251		12.4		3.3						-

						5		97		7		0		0		104

						6		95		22		1		0		118		192		29		1		0		222		13.5		2.9		4.9		-28.6		-

				アビオンシナモン		1		84		20		4		1		109

						2										0		84		20		4		1		109		22.9		6.8						-

						3										0

						4		125		2		0		0		127		125		2		0		0		127		1.6		0.3						-

						5										0

						6		121		16		2		0		139		121		16		2		0		139		12.9		3.2		3.4		9.3		-





17ニンジン黒すす

						環境棟圃場　 カンキョウ ムネ ホジョウ												環境棟圃場　 カンキョウ ムネ ホジョウ

				人工汚染土 ジンコウ オセン ツチ		番号 バンゴウ		試験区 シケンク		42989		42994				人工汚染土 ジンコウ オセン ツチ		番号 バンゴウ		試験区 シケンク		42989

				クロピク（）		1		ポリ　3ml		0		0				キルパー

						2		ポリ　1ml		0		0

						3		ポリ　2ml		0		0						3		ハイバリア10cm		0

						4		ポリ　無処理 ム ショリ		0		0

				8/21　クロピク処理 ショリ		5		ハイバリア　無処理l ム ショリ		2		4				9/4　処理 ショリ

				9/16被覆はがし ヒフク		6		ハイバリア　3ml		0		0						6		ハイバリア２0cm		0

				ニンジン接種9/17 セッシュ		7		ハイバリア　3ml		0		0

						8		ポリ　無処理 ム ショリ		0		0

						9		ポリ　3ml		0		0						9		ハイバリア３0cm		0

						10		ハイバリア　無処理l ム ショリ		0		0

						11		ポリ　2ml		0		0

						12		ポリ　1ml		0		0						12		ポリ　10cm		0

						13		ポリ　2ml		0		0

						14		ハイバリア　無処理l ム ショリ		2		2

						15		ハイバリア　3ml		0		0						15		ポリ　２０cm		0

						16		ポリ　1ml		0		0

						17		ポリ　3ml		0		0

						18		ポリ　無処理 ム ショリ		1		1						18		ポリ　30cm		0

						19		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		0		0

						20		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		2		3

						21		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		2		3						21		無被覆　10cm ム ヒフク		0





																		24		無被覆20cm ム ヒフク		0

																		27		無被覆30cm ム ヒフク		0

																				対照　埋めず タイショウ ウ		2





17トマトCO2　場内表

						トマトすすかび病の発病葉率 ビョウ ハツビョウ ハ リツ

										43000		43010		43030

						７号　細霧冷房なし ゴウ ホソ キリ レイボウ				0		5.3		0.3

						９号　細霧冷房あり ゴウ ホソ キリ レイボウ				0		2.0		0.3

						各区300枚の展開葉を調査した カク ク マイ テンカイ ハ チョウサ





17 　トマトCO2　場内

				43000						灰色かび病　葉かび病　うどんこ　疫病 ハイイロ ビョウ ハ ビョウ エキビョウ																		43010						灰色かび病　葉かび病　うどんこ　疫病 ハイイロ ビョウ ハ ビョウ エキビョウ																		43032						灰色かび病　葉かび病　うどんこ　疫病 ハイイロ ビョウ ハ ビョウ エキビョウ																		43092						灰色かび病　葉かび病　うどんこ　疫病 ハイイロ ビョウ ハ ビョウ エキビョウ

				７号 ゴウ				すすかび病 ビョウ				発病なし（） ハツビョウ																７号 ゴウ				すすかび病 ビョウ																				７号 ゴウ				すすかび病 ビョウ				発病なし（） ハツビョウ																７号 ゴウ				すすかび病 ビョウ				発病なし（） ハツビョウ

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				1																								1																1								1																								1

				2																								2																				1				2																				1				2

				3																								3																		1		1				3																								3

				4																								4																		1						4																								4

				5																								5																								5																								5

				6																								6																				1				6																								6

				7																								7																								7																								7

				8																								8																				1				8																								8

				9																								9														1				1		1				9																								9

				10																								10																								10																								10

				11																								11																								11																								11

				12																								12																								12																								12

				13																								13																								13																								13

				14																								14																				1				14																								14

				15																								15																								15																								15

				16																								16																								16																								16

				17																								17																				1				17																								17

				18																								18																								18																								18

				19																								19																								19																								19

				20																								20																								20																								20

				21																								21																								21																								21

				22																								22																				1				22																								22

				23																								23																				1				23																								23

				24																								24																								24																								24

				25																								25																								25																								25

				26																								26																								26																								26

				27																								27																		1						27																								27

				28																								28																								28																								28

				29																								29																				1				29																								29

				30																								30																								30																								30

																																																16																								1																								0

				43000																								43010																								43032																								43092

				９号 ゴウ				すすかび病 ビョウ				発病なし ハツビョウ																９号 ゴウ				すすかび病 ビョウ																				９号 ゴウ				すすかび病 ビョウ				発病なし ハツビョウ																９号 ゴウ				すすかび病 ビョウ				発病なし ハツビョウ

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				1																								1																		1						1																								1

				2																								2																								2																								2

				3																								3																								3																								3

				4																								4																								4																								4

				5																								5																								5																								5

				6																								6																								6																								6

				7																								7																								7																								7

				8																								8																								8																								8

				9																								9																		1						9																								9

				10																								10																								10																								10

				11																								11																		1						11																								11

				12																								12																								12																								12

				13																								13																								13																								13

				14																								14																								14																								14

				15																								15																								15																								15

				16																								16																								16																								16

				17																								17																				1				17																				1				17

				18																								18																								18																								18

				19																								19																								19																								19

				20																								20																								20																								20

				21																								21																								21																								21

				22																								22																								22																								22

				23																								23																								23																								23

				24																								24																				1				24																								24

				25																								25																								25																								25

				26																								26																								26																								26

				27																								27																								27																								27

				28																								28																								28																								28

				29																								29																								29																								29

				30																								30																				1				30																								30

																																																6																								1																								0





多重比較(1)

				＜＜＜ 一元配置実験（完全無作為化法） ＞＞＞																								<グラフ作成用>

																														岡山		ホスプラス		セルディカス		プロベナゾール		ベノミル		無処理

				因子数：				1																				1.01		10.39

				因子Ａ水準数：				6		（母数型）																		1.02		10.45

																												1.03		9.2

																												1.04		10.24

				（基本統計値）																								1.05		9.8

				水準名		繰返し数		合計		平均		分散		標準偏差		標準誤差		信頼区間		変動係数								1.06		14.36

						n								SD		SEM		95%CI		CV								1.07		9.95

				因子Ａ																								1.08		9.03

				岡山		12		122.97		10.2475		2.0094568182		1.4175531095		0.4092123347		0.9006702754		0.1383316038								1.09		8.87

				ホスプラス		12		131.2		10.9333333333		1.8162606061		1.3476871321		0.3890437643		0.8562795512		0.123264067								1.1		10.36

				セルディカス		12		109.19		9.0991666667		1.5327356061		1.238036997		0.3573904968		0.7866111792		0.1360604814								1.11		10.57

				プロベナゾール		12		131.51		10.9591666667		3.9493174242		1.9872889634		0.573680909		1.2626631666		0.1813357734								1.12		9.75

				ベノミル		12		138.4		11.5333333333		2.6794060606		1.6368891412		0.4725291932		1.0400297412		0.1419268042								2.01				9.83

				無処理		12		134.88		11.24		4.8886363636		2.2110260884		0.6382682537		1.4048189536		0.1967105061								2.02				11.08

																												2.03				9.9

																												2.04				12.54

				＜　分散の推定　＞																								2.05				10.06

																												2.06				12.48

				試料名		分散		95％信頼区間				99％信頼区間																2.07				9.83

				岡山		2.0094568182		1.0083930352		5.7928415029		0.8261071799		8.4910260785														2.08				11.56

				ホスプラス		1.8162606061		0.9114425991		5.2358974443		0.746682344		7.6746691105														2.09				9.77

				セルディカス		1.5327356061		0.7691630375		4.4185544827		0.6301224677		6.4766248693														2.1				13.63

				プロベナゾール		3.9493174242		1.9818610424		11.3850517593		1.6236026822		16.6879710666														2.11				9.63

				ベノミル		2.6794060606		1.344589436		7.7241643067		1.1015298086		11.3219187044														2.12				10.89

				無処理		4.8886363636		2.4532335385		14.0929107625		2.0097658049		20.6570942338														3.01						8.34

																												3.02						10.51

																												3.03						7.27

				＜　分散の差の検定　＞																								3.04						11.09

																												3.05						8.31

				検定法		df		統計値						0.05		0.01		Ｐ										3.06						9.25

				Bartlett		5		Chi2 = 		5.7051060107		-		11.0704977546		15.0862724748		0.335978835										3.07						10.88

																												3.08						9.51

																												3.09						8.32

				＜　多重比較 (Tukey-Kramer法)　＞																								3.1						8.23

																												3.11						9.57

				MSe		k		df		a		q(k,df;a)		Sm		Rp												3.12						7.91

				2.8126354798		6		66		0.05		4.1506363636		0.4841345784		2.0094665859												4.01								16.38

										0.01		4.9691818182		0.4841345784		2.4057527444												4.02								10.51

																												4.03								9.71

				|Xi-Xj|																								4.04								8.95

						ホスプラス				セルディカス				プロベナゾール				ベノミル				無処理						4.05								10.74

				岡山		0.6858333333		-		1.1483333333		-		0.7116666667		-		1.2858333333		-		0.9925		-				4.06								11.8

				ホスプラス						1.8341666667		-		0.0258333333		-		0.6		-		0.3066666667		-				4.07								10.82

				セルディカス										1.86		-		2.4341666667		**		2.1408333333		*				4.08								10.96

				プロベナゾール														0.5741666667		-		0.2808333333		-				4.09								12.18

				ベノミル																		0.2933333333		-				4.1								10.93

																												4.11								9.62

				Ｔij, Ｐ																								4.12								8.91

						ホスプラス				セルディカス				プロベナゾール				ベノミル				無処理						5.01										10.47

				岡山		1.0016995737		0.9157607439		1.6772077916		0.5514637619		1.0394306633		0.902797577		1.8780345591		0.4245851632		1.4496041218		0.6968385745				5.02										11.85

				ホスプラス						2.6789073653		0.0933091712		0.0377310897		0.9999999887		0.8763349855		0.9508620995		0.4479045481		0.9976300976				5.03										11.06

				セルディカス										2.716638455		0.0854419173		3.5552423508		0.008832138		3.1268119134		0.0301976669				5.04										9.67

				プロベナゾール														0.8386038958		0.9591186077		0.4101734585		0.9984443921				5.05										15.99

				ベノミル																		0.4284304373		0.9980832957				5.06										11.96

																												5.07										10.47

				異なる文字間に５％水準で有意差あり																								5.08										11.27

				セルディカス		9.0991666667		a																				5.09										12.27

				岡山		10.2475		a		b																		5.1										10.55

				ホスプラス		10.9333333333		a		b																		5.11										10.48

				プロベナゾール		10.9591666667		a		b																		5.12										12.36

				無処理		11.24				b																		6.01												10.96

				ベノミル		11.5333333333				b																		6.02												13.51

																												6.03												8.21

				平均値の差の95％同時信頼区間																								6.04												14.22

				試料名		試料名		差		±		95％同時信頼区間																6.05												9.68

				岡山		ホスプラス		0.6858333333		2.0094665859		-2.6952999193		～		1.3236332526												6.06												11.9

				岡山		セルディカス		1.1483333333		2.0094665859		-0.8611332526		～		3.1577999193												6.07												10.46

				岡山		プロベナゾール		0.7116666667		2.0094665859		-2.7211332526		～		1.2977999193												6.08												10.89

				岡山		ベノミル		1.2858333333		2.0094665859		-3.2952999193		～		0.7236332526												6.09												9.29

				岡山		無処理		0.9925		2.0094665859		-3.0019665859		～		1.0169665859												6.1												14.91

				ホスプラス		セルディカス		1.8341666667		2.0094665859		-0.1752999193		～		3.8436332526												6.11												8.39

				ホスプラス		プロベナゾール		0.0258333333		2.0094665859		-2.0352999193		～		1.9836332526												6.12												12.46

				ホスプラス		ベノミル		0.6		2.0094665859		-2.6094665859		～		1.4094665859

				ホスプラス		無処理		0.3066666667		2.0094665859		-2.3161332526		～		1.7027999193

				セルディカス		プロベナゾール		1.86		2.0094665859		-3.8694665859		～		0.1494665859

				セルディカス		ベノミル		2.4341666667		2.0094665859		-4.4436332526		～		-0.4247000807

				セルディカス		無処理		2.1408333333		2.0094665859		-4.1502999193		～		-0.1313667474

				プロベナゾール		ベノミル		0.5741666667		2.0094665859		-2.5836332526		～		1.4352999193

				プロベナゾール		無処理		0.2808333333		2.0094665859		-2.2902999193		～		1.7286332526

				ベノミル		無処理		0.2933333333		2.0094665859		-1.7161332526		～		2.3027999193



岡山	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.0900000000000001	1.1000000000000001	1.110000000000000	1	1.1200000000000001	2.0099999999999998	2.02	2.0299999999999998	2.04	2.0499999999999998	2.06	2.0699999999999998	2.08	2.09	2.1	2.11	2.12	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1	3.11	3.12	4.01	4.0199999999999996	4.03	4.04	4.05	4.0599999999999996	4.07	4.08	4.09	4.0999999999999996	4.1100000000000003	4.12	5.01	5.0199999999999996	5.03	5.04	5.05	5.0599999999999996	5.07	5.08	5.09	5.0999999999999996	5.1100000000000003	5.12	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.1	6.11	6.12	10.39	10.45	9.1999999999999993	10.24	9.8000000000000007	14.36	9.9499999999999993	9.0299999999999994	8.8699999999999992	10.36	10.57	9.75	ホスプラス	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.0900000000000001	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.1200000000000001	2.0099999999999998	2.02	2.0299999999999998	2.04	2.0499999999999998	2.06	2.0699999999999998	2.08	2.09	2.1	2.11	2.12	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1	3.11	3.12	4.01	4.0199999999999996	4.03	4.04	4.05	4.0599999999999996	4.07	4.08	4.09	4.0999999999999996	4.1100000000000003	4.12	5.01	5.0199999999999996	5.03	5.04	5.05	5.059	9999999999996	5.07	5.08	5.09	5.0999999999999996	5.1100000000000003	5.12	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.1	6.11	6.12	9.83	11.08	9.9	12.54	10.06	12.48	9.83	11.56	9.77	13.63	9.6300000000000008	10.89	セルディカス	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.0900000000000001	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.1200000000000001	2.0099999999999998	2.02	2.0299999999999998	2.04	2.0499999999999998	2.06	2.0699999999999998	2.08	2.09	2.1	2.11	2.12	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1	3.11	3.12	4.01	4.0199999999999996	4.03	4.04	4.05	4.0599999999999996	4.07	4.08	4.09	4.0999999999999996	4.1100000000000003	4.12	5.01	5.0199999999999996	5.03	5.04	5.05	5.0599999999999996	5.07	5.08	5.09	5.0999999999999996	5.1100000000000003	5.12	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.1	6.11	6.12	8.34	10.51	7.27	11.09	8.31	9.25	10.88	9.51	8.32	8.23	9.57	7.91	プロベナゾール	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.0900000000000001	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.1200000000000001	2.0099999999999998	2.02	2.0299999999999998	2.04	2.0499999999999998	2.06	2.0699999999999998	2.08	2.09	2.1	2.11	2.12	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1	3.11	3.12	4.01	4.0199999999999996	4.03	4.04	4.05	4.05999999999999	96	4.07	4.08	4.09	4.0999999999999996	4.1100000000000003	4.12	5.01	5.0199999999999996	5.03	5.04	5.05	5.0599999999999996	5.07	5.08	5.09	5.0999999999999996	5.1100000000000003	5.12	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.1	6.11	6.12	16.38	10.51	9.7100000000000009	8.9499999999999993	10.74	11.8	10.82	10.96	12.18	10.93	9.6199999999999992	8.91	ベノミル	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.0900000000000001	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.1200000000000001	2.0099999999999998	2.02	2.0299999999999998	2.04	2.0499999999999998	2.06	2.0699999999999998	2.08	2.09	2.1	2.11	2.12	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1	3.11	3.12	4.01	4.0199999999999996	4.03	4.04	4.05	4.0599999999999996	4.07	4.08	4.09	4.0999999999999996	4.1100000000000003	4.12	5.01	5.0199999999999996	5.03	5.04	5.05	5.0599999999999996	5.07	5.08	5.09	5.0999999999999996	5.1100000000000003	5.12	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.1	6.11	6.12	10.47	11.85	11.06	9.67	15.99	11.96	10.47	11.27	12.27	10.55	10.48	12.36	無処理	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.0900000000000001	1.1000000000000001	1.1100000000000001	1.1200000000000001	2.0099999999999998	2.02	2.0299999999999998	2.04	2.0499999999999998	2.06	2.0699999999999998	2.08	2.09	2.1	2.11	2.12	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	3.06	3.07	3.08	3.09	3.1	3.11	3.12	4.01	4.0199999999999996	4.03	4.04	4.05	4.0599999999999996	4.07	4.08	4.09	4.0999999999999996	4.1100000000000003	4.12	5.01	5.0199999999999996	5.03	5.04	5.05	5.0599999999999996	5.07	5.08	5.09	5.0999999999999996	5.1100000000000003	5.12	6.01	6.02	6.03	6.04	6.05	6.06	6.07	6.08	6.09	6.1	6.11	6.12	10.96	13.51	8.2100000000000009	14.22	9.68	11.9	10.46	10.89	9.2899999999999991	14.91	8.39	12.46	







17　一次vs二次

						第2表　各供試樹における腐朽伸長(mm)a)（2017年実施「幸水」） ダイ ヒョウ カク キョウ タメシ ジュ フキュウ シンチョウ ネン ジッシ サチ ミズ

						試験区 シケンク		樹番号 ジュ バンゴウ		太さ
(mm) フト		接種位置b) セッシュ イチ												樹平均 ジュ ヘイキン

												基部側 キブ カワ				中 ナカ				先端側 センタン カワ

						灰色
PDタフト2-18> ハイイロ		Ⅰ				8.53				7.58				6.34				7.5

								Ⅱ				9.44				10.79				8.25				9.5

								Ⅲ				10.57				10.04				7.76				9.5

								Ⅳ				8.72				7.61				9.77				8.7

								平均 ヘイキン																8.8

						青
PD001 アオ		Ⅰ				7.66				8.34				8.8				8.3

								Ⅱ				10.56				9.75				10.52				10.3

								Ⅲ				10.25				9.36				8.23				9.3

								Ⅳ				7.63				10.28				11.38				9.8

								平均 ヘイキン																9.4

						赤
PD単4 アカ タン		Ⅰ				7.96				7.85				7.17				7.7

								Ⅱ				9.16				11.85				9.68				10.2

								Ⅲ				10.61				6.91				8.85				8.8

								Ⅳ				7.42				8.2				10.62				8.7

								平均 ヘイキン																8.9

						黄
PD単15 キ タン		Ⅰ				7.39				7.09				7.89				7.5

								Ⅱ				8.34				7.91				8.65				8.3

								Ⅲ				8.09				10.18				8.46				8.9

								Ⅳ				8.69				9.99				10.92				9.9

								平均 ヘイキン																8.6

						緑
PDタフト1-3> ミドリ		Ⅰ				6.31				7.26				7.25				6.9

								Ⅱ				8.32				8.9				10.97				9.4

								Ⅲ				7.94				6.96				9.67				8.2

								Ⅳ				6.56				9.95				8.45				8.3

								平均 ヘイキン																8.2





17　トマト品種間ひょ

												９号 ゴウ

												北 キタ														7

				0		1		2		3						0		1		2		3						0		1		2		3

														麗容/DR0141TX レイヨウ		19		2		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		17		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		15		1		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		19		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		19		0		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		15		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		20		1		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		2		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		20		1		1		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		21		2		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		19		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		18		1		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		16		1		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		19		3		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		13		1		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		20		3		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		19		2		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		22		4		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		22		2		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		16		1		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		16		3		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		1		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		17		1		1		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		18		0		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		17		0		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		14		2		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0

														麗容/DR0141TX レイヨウ		14		3		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		2		0		0				台木品種によるすすかび病の発生の違い ダイ キ ヒンシュ ビョウ ハッセイ チガ

														麗容/DR0142TX レイヨウ		330		31		2		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		1		0				ハウス		品種 ヒンシュ		調査
葉数 チョウサ ハ スウ		病斑数/葉 ビョウ ハン スウ ハ								発病葉率 ハツビョウ ハ リツ		発病度 ハツビョウ ド

																										麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		1		1		0										0		1		2		3

																										麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		17		0		0		0				9号 ゴウ		麗容/DR0142TX レイヨウ		363		330		31		2		0		9.1		2.8

																										麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		16		0		0		0						麗容/Maxifort レイヨウ		337		317		19		1		0		5.9		1.9

														麗容/Maxifort レイヨウ		17		1		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0						麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		321		296		19		6		0		7.8		2.0

														麗容/Maxifort レイヨウ		13		1		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		2		0		0						麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		369		352		15		2		0		4.6		1.4

														麗容/Maxifort レイヨウ		13		1		0		0				麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		437		11		2		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		13		0		0		0																7号 ゴウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		450		437		11		2		0		2.9		0.8

														麗容/Maxifort レイヨウ		14		0		0		0																		麗容/Maxifort レイヨウ		406		374		28		4		0		7.9		2.3

														麗容/Maxifort レイヨウ		15		0		0		0																		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		422		385		32		5		0		8.8		2.5

														麗容/Maxifort レイヨウ		21		1		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		23		0		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		19		2		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		17		1		0		0				-

														麗容/Maxifort レイヨウ		20		2		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		1		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		17		2		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		0		0

												-		麗容/Maxifort レイヨウ		19		2		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		17		2		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		21		1		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		16		0		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		17		3		1		0				麗容/Maxifort レイヨウ		17		2		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		21		0		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		18		2		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		19		0		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		19		0		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		0		0

														麗容/Maxifort レイヨウ		317		19		1		0				麗容/Maxifort レイヨウ		18		2		0		0

																										麗容/Maxifort レイヨウ		15		2		0		0

																										麗容/Maxifort レイヨウ		16		0		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		0		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		19		1		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		17		1		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		15		2		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		1		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		14		2		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		0		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		16		0		1		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		3		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		14		1		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		1		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		14		1		1		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		2		2		0				麗容/Maxifort レイヨウ		14		0		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		20		3		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		14		2		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		3		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		20		1		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		20		0		1		0				麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		1		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		12		2		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		1		0		0				麗容/Maxifort レイヨウ		13		3		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		1		0				麗容/Maxifort レイヨウ		16		0		1		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		1		1		0				麗容/Maxifort レイヨウ		374		28		4		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		0		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		0		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		1		1		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		0		1		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		1		0		0

														麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		296		19		6		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		3		0		0

																										麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		2		0		0

																										麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		2		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		1		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		23		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		2		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		0		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		1		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		2		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		17		1		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		1		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		19		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		1		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		19		0		1		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		4		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		19		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		1		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		23		0		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		1		1		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		2		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		3		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		2		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		17		0		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		17		0		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		4		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		2		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		2		0		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		14		1		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		1		1		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		1		1		0

														麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		352		15		2		0				麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		385		32		5		0





17トマト品種間差

												９号 ゴウ																						７号 ゴウ

												北 キタ																						北 キタ

				0		1		2		3						0		1		2		3				0		1		2		3						0		1		2		3

				21		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		19		2		0		0				17		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		0		0		0

				23		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		15		1		0		0				19		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		1		1		0

				20		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		19		0		0		0				15		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		1		0		0

				21		2		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		20		1		0		0				18		2		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		3		0		0

				20		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		20		1		1		0				21		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		2		0		0

				19		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		21		2		0		0				19		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		2		0

												-		-																				-		-

				19		2		2		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		18		1		0		0				18		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		15		2		0		0

				20		3		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		19		3		0		0				16		2		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		14		2		0		0

				18		3		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		20		3		0		0				15		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		16		0		1		0

				20		0		1		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		19		2		0		0				17		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		14		1		0		0

				18		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		22		4		0		0				16		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		14		1		1		0

				18		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		22		2		0		0				16		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		14		0		0		0

												-		-																				-		-

				19		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		16		3		0		0				14		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		16		1		0		0

				21		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		17		1		1		0				20		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		13		1		0		0

				17		3		1		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		18		0		0		0				15		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0

				21		0		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		17		0		0		0				12		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0

				18		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		14		2		0		0				13		3		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0

				19		0		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/DR0141TX レイヨウ		14		3		0		0				16		0		1		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		16		1		0		0

												-		-																				-		-

				19		0		1		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		1		0				18		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		17		0		0		0

				19		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		1		1		0				18		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		4		0		0

				23		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		0		0		0				18		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		19		0		0		0

				21		1		1		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		14		1		0		0				20		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		2		0		0

				20		2		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		13		1		0		0				18		0		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		15		1		1		0

				21		1		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		18		0		1		0				18		2		0		0		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		16		1		1		0

												-		-																				-		-

				21		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		17		0		0		0				19		0		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		1		0

				23		0		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0				15		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		1		1		0

				19		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		20		1		0		0				18		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		17		0		0		0

				17		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		2		0		0				15		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		16		0		0		0

				20		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		14		1		0		0				16		0		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		21		0		0		0

				17		2		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		0		0		0				19		1		0		0		麗容/Maxifort レイヨウ		麗容/麗容 レイヨウ レイヨウ		18		2		0		0

												-		-																				-		-

				18		0		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		17		1		0		0				14		4		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		1		0

				17		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		13		1		0		0				16		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		0		0

				15		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		13		1		0		0				19		0		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		17		2		0		0

				15		0		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		13		0		0		0				19		0		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		16		0		0		0

				13		3		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		14		0		0		0				13		3		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		17		2		0		0

				14		1		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		15		0		0		0				14		2		0		0		麗容/ｸﾞﾘｰﾝﾌｫｰｽ レイヨウ		麗容/Maxifort レイヨウ		15		1		0		0





17爪楊枝接種

						第5表　各供試樹における腐朽伸長(mm)a)（2017年実施「幸水」） ダイ ヒョウ カク キョウ タメシ ジュ フキュウ シンチョウ ネン ジッシ サチ ミズ

						試験区 シケンク		樹番号 ジュ バンゴウ		太さ
(mm) フト		接種位置b) セッシュ イチ												樹平均 ジュ ヘイキン		葉数 ハ スウ		SPAD

												基部側 キブ カワ				中 ナカ				先端側 センタン カワ												岡山 オカヤマ		ホスプラス		セルディカス		プロベナゾール		ベノミル		無処理 ム ショリ

						岡山 オカヤマ		Ⅰ				10.39				9.8				8.87				9.7		27						10.39		9.83		8.34		16.38		10.47		10.96

								Ⅱ				10.45				14.36				10.36				11.7		36						10.45		11.08		10.51		10.51		11.85		13.51

								Ⅲ				9.2				9.95				10.57				9.9		22						9.2		9.9		7.27		9.71		11.06		8.21

								Ⅳ				10.24				9.03				9.75				9.7		24						10.24		12.54		11.09		8.95		9.67		14.22

								平均 ヘイキン																10.2								9.8		10.06		8.31		10.74		15.99		9.68

						ホスプラス		Ⅰ				9.83				10.06				9.77				9.9		15						14.36		12.48		9.25		11.8		11.96		11.9

								Ⅱ				11.08				12.48				13.63				12.4		23						9.95		9.83		10.88		10.82		10.47		10.46

								Ⅲ				9.9				9.83				9.63				9.8		24						9.03		11.56		9.51		10.96		11.27		10.89

								Ⅳ				12.54				11.56				10.89				11.7		34						8.87		9.77		8.32		12.18		12.27		9.29

								平均 ヘイキン																10.9								10.36		13.63		8.23		10.93		10.55		14.91

						セルカディス		Ⅰ				8.34				8.31				8.32				8.3		1						10.57		9.63		9.57		9.62		10.48		8.39

								Ⅱ				10.51				9.25				8.23				9.3		2						9.75		10.89		7.91		8.91		12.36		12.46

								Ⅲ				7.27				10.88				9.57				9.2		2

								Ⅳ				11.09				9.51				7.91				9.5		3

								平均 ヘイキン																9.1

						プロベナゾール
粒 ツブ		Ⅰ				16.38				10.74				12.18				13.1		7

								Ⅱ				10.51				11.8				10.93				11.1		10

								Ⅲ				9.71				10.82				9.62				10.1		21

								Ⅳ				8.95				10.96				8.91				9.6		14

								平均 ヘイキン																11.0

						ベノミル		Ⅰ				10.47				15.99				12.27				12.9		40

								Ⅱ				11.85				11.96				10.55				11.5		39

								Ⅲ				11.06				10.47				10.48				10.7		45

								Ⅳ				9.67				11.27				12.36				11.1		57

								平均 ヘイキン																11.5

						対照区 タイショウ ク		Ⅰ				10.96				9.68				9.29				10.0

								Ⅱ				13.51				11.9				14.91				13.4

								Ⅲ				8.21				10.46				8.39				9.0

								Ⅳ				14.22				10.89				12.46				12.5

								平均 ヘイキン																11.2

						a)腐朽伸長は変色部位，爪楊枝の太さを含み，両方向の長さの合計とした． フキュウ シンチョウ ナガ ヘンショク ブイ ツマヨウジ フト フク リョウホウコウ ナガ ゴウケイ

						b)2017/○にPD001株を蔓延させた爪楊枝を主幹に3カ所差し込み，10/24に調査した． カブ マンエン ツマヨウジ シュカン ショ サ コ チョウサ

						c)葉数は10/20における値 ハ スウ アタイ
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深耕　　　くん蒸　　　　　　枠　　穴（深さ）　病理圃場	深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-40	深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-40	深耕あり　土壌くん蒸	なし　４　4-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-40	深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-40	12月8日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0	32	22	31	0	14	24	27	0	12	21	24	12	58	0	23	17	17	2	20	39	38	0	21	深耕　　　くん蒸　　　　　　枠　　穴（深さ）　病理圃場	深耕あり　土壌くん蒸あり　１　	1-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-40	深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-40	深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-40	12月8日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0	30	18	37	0	13	19	21	0	14	23	22	20	44	0	27	20	25	0	28	31	26	0	22	深耕　　　くん蒸　　　　　　枠　　穴（深さ）　病理圃場	深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-40	深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-40	深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-20	深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-40	深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-20	深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-40	深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-20	深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-40	深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-20	深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-40	12月8日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0	2	7	2	0	5	11	7	0	3	3	4	2	5	0	5	2	4	0	4	7	3	0	3	









17土壌菌密度

								コロニー数 スウ														土壌 ドジョウ

								×１		×１						平均コロニー数 ヘイキン スウ				ビーカー重 オモ		生中 ナマ ジュウ		生土重 ナマ ツチ ジュウ		乾燥後重 カンソウ ゴ ジュウ		乾土重さ イヌイ ツチ オモ		乾土率 イヌイ ツチ リツ		菌密度 キン ミツド						コロニー数 スウ		乾土率 イヌイ ツチ リツ		菌密度 キン ミツド

				６月上旬 ガツ ジョウジュン		ヒートン		34		23						28.5				10		257.72		247.72		201.19		191.19		0.772		3693				ヒートン		28.5		0.77		3693

						有り滴 ア シズク		41		13						27				10		346.22		336.22		267.8		257.8		0.767		3521				有り滴 ア シズク		27		0.77		3521

						無滴 ム シズク		13		13						13				10		290.34		280.34		224.71		214.71		0.766		1697				無滴 ム シズク		13		0.77		1697

						品種 ヒンシュ		79		63						71				10		335.18		325.18		254.2		244.2		0.751		9454				品種 ヒンシュ		71		0.75		9454

						白黒 シロクロ		15		17						16				10		277.85		267.85		211.27		201.27		0.751		2129				白黒 シロクロ		16		0.75		2129

						黒マルチ クロ		18		18						18				10		263.95		253.95		230.55		220.55		0.868		2073				黒マルチ クロ		18		0.87		2073



				42895		1		3								3				10		303.6		293.6		273.15		263.15		0.896		335												鉄塔 テットウ

				土井さん圃場 ドイ ホジョウ		2		14								14				10		268.46		258.46		241.63		231.63		0.896		1562		1		2		3		4		5

						3		16								16				10		205.41		195.41		192.47		182.47		0.934		1713		6		7		8		9		10

						4		22								22				10		328.49		318.49		295.62		285.62		0.897		2453		11		12		13		14		15

						5		20								20				10		374.23		364.23		341.39		331.39		0.910		2198

						6		86								86				10		434.24		424.24		390.96		380.96		0.898		9577

						7		42								42				10		325.23		315.23		295.83		285.83		0.907		4632

						8		38								38				10		379.34		369.34		336.81		326.81		0.885		4295

						9		34								34				10		317.26		307.26		283.33		273.33		0.890		3822

						10		22								22				10		316.78		306.78		279.95		269.95		0.880		2500

						11		60								60				10		348.88		338.88		317.83		307.83		0.908		6605

						12		22								22				10		424.88		414.88		385.72		375.72		0.906		2429

						13		22								22				10		469.9		459.9		413.45		403.45		0.877		2508

						14		29								29				10		427.25		417.25		393.13		383.13		0.918		3158

						15		51								51				10		490.45		480.45		453.06		443.06		0.922		5530



				42901

				1		香取１ カトリ		13		13						13				10		175.48		165.48		139.73		129.73		0.784		1658

				2		香取２ カトリ		5		3						4				10		234.83		224.83		211.42		201.42		0.896		446

				3		香取３ カトリ		7		3						5				10		288.25		278.25		219.48		209.48		0.753		664

				4		香取４ カトリ		1		0						0.5				10		272.09		262.09		236.55		226.55		0.864		58

				5		香取５ カトリ		3		2						2.5				10		173.85		163.85		143.09		133.09		0.812		308

				6		香取６ カトリ		0		4						2				10		233.17		223.17		196.37		186.37		0.835		239

				7		ガラス室となり輪作　エンバク シツ ワ サク		98		79						88.5				10		295.38		285.38		228.94		218.94		0.767		11536

				8		ガラス室となり輪作　チャガラシ シツ ワ サク		62		73						67.5				10		311.21		301.21		271.4		261.4		0.868		7778

				9		ガラス室となり輪作　休耕 シツ ワ サク キュウコウ		21		27						24				10		248.25		238.25		205.73		195.73		0.822		2921

				10		ガラス室となり　品種比較１ シツ ヒンシュ ヒカク		44		58						51				10		320.12		310.12		255.51		245.51		0.792		6442

				11		ガラス室となり　品種比較２ シツ ヒンシュ ヒカク		27		21						24				10		354.51		344.51		300.85		290.85		0.844		2843

				12		ガラス室となり　品種比較３ シツ ヒンシュ ヒカク		33		18						25.5				10		330.89		320.89		304.02		294.02		0.916		2783

				13		船橋汚染　枠１ フナバシ オセン ワク		11		7						9				10		412.77		402.77		324.37		314.37		0.781		1153

				14		船橋汚染　枠２ フナバシ オセン ワク		2		8						5				10		417.56		407.56		318		308		0.756		662

				15		船橋汚染　枠３ フナバシ オセン ワク		6		5						5.5				10		361.77		351.77		256.6		246.6		0.701		785

				16		船橋汚染　枠４ フナバシ オセン ワク		9		1						5				10		378.66		368.66		274.33		264.33		0.717		697

				17		フザリウム接種１ セッシュ		17		12						14.5				10		350.41		340.41		256.08		246.08		0.723		2006

				18		フザリウム接種２ セッシュ		44		68						56				10		371.62		361.62		267.12		257.12		0.711		7876

				19		フザリウム接種３ セッシュ		51		25						38				10		300.73		290.73		222.8		212.8		0.732		5192

				20		フザリウム接種４ セッシュ		16		18						17				10		404.72		394.72		294.87		284.87		0.722		2356

				6/1○押田さん オシダ

				1		八千代村山①慣行6/12 ヤチヨ ムラヤマ カンコウ		10		10						10				10		491.17		481.17		434.45		424.45		0.882		1134

				2		八千代村山②ヘルパー倍量6/12 ヤチヨ ムラヤマ バイ リョウ		14		8						11				10		436.99		426.99		397.28		387.28		0.907		1213

				3		八千代村山③ヘルパー通常6/12 ヤチヨ ムラヤマ ツウジョウ		13		11						12				10		430.39		420.39		389.75		379.75		0.903		1328

				4		八千代村山④フミン酸ユーキ6/12 ヤチヨ ムラヤマ サン		1		2						1.5				10		527.74		517.74		481.5		471.5		0.911		165

				5		八千代村山⑤フミン酸LP6/12 ヤチヨ ムラヤマ サン		1		1						1				10		519.65		509.65		475.92		465.92		0.914		109

				6		八千代高橋①バスアミド被覆有り6/14 ヤチヨ タカハシ ヒフク ア		3		8						5.5				10		342.53		332.53		306.4		296.4		0.891		617

				7		八千代高橋②バスアミド被覆無し6/14 ヤチヨ タカハシ ヒフク ナ		4		6						5				10		266.79		256.79		212.57		202.57		0.789		634

				8		八千代高橋③ディトラ被覆有り6/14 ヤチヨ タカハシ ヒフク ア		5		4						4.5				10		234.64		224.64		195.76		185.76		0.827		544

				9		八千代高橋④ディトラ被覆無し6/14 ヤチヨ タカハシ ヒフク ナ		8		18						13				10		210.64		200.64		177.58		167.58		0.835		1556

				42913		押田さん オシダ

				1		吉橋　バスアミド被覆有り6/22 ヨシハシ ヒフク ア		6		6						6				10		366.51		356.51		295.52		285.52		0.801		749

				2		吉橋　バスアミド被覆無し6/22 ヨシハシ ヒフク ナ		30		41						35.5				10		325.43		315.43		252.84		242.84		0.770		4611

				3		吉橋　ディトラ被覆有り6/22 ヨシハシ ヒフク ア		3		3						3				10		347.83		337.83		272.77		262.77		0.778		386

				4		吉橋　ディトラ被覆無し6/22 ヨシハシ ヒフク ナ		9		5						7				10		400.27		390.27		315.82		305.82		0.784		893

				42920

				1		八千代 村山さん　フミン酸１ ヤチヨ ムラヤマ サン		12		16						14				10		336.46		326.46		276.09		266.09		0.815		1718

				2		八千代 村山さん　フミン酸２ ヤチヨ ムラヤマ サン		8		4						6				10		377.82		367.82		310.25		300.25		0.816		735

				3		八千代 村山さん　フミン酸３ ヤチヨ ムラヤマ サン		1		3						2				10		378.73		368.73		320.4		310.4		0.842		238

				4		ヘルパー　対照 タイショウ		13		8						10.5				10		374		364		295.93		285.93		0.786		1337

				42978		ガラスハウス　発病圃場の土 ハツビョウ ホジョウ ツチ

				1		ポリ　3ml		0		0		0		0		0				2.48		27.2		24.72		21.35		18.87		0.763		0

				2		ポリ　1ml		0		0		0		0		0				2.48		28.65		26.17		22.3		19.82		0.757		0

				3		ポリ　2ml		0		0		0		0		0				2.48		27.46		24.98		20.67		18.19		0.728		0

				4		ポリ　無処理 ム ショリ		19		19		1		1		19				2.48		28.78		26.3		21.7		19.22		0.731		2600

				5		ハイバリア　無処理l ム ショリ		8		11		1		0		9.5				2.48		29.21		26.73		21.46		18.98		0.710		1338

				6		ハイバリア　3ml		0		0		0		0		0				2.48		28.54		26.06		21.72		19.24		0.738		0

				7		ハイバリア　3ml		0		0		0		0		0				2.48		27.89		25.41		21.63		19.15		0.754		0

				8		ポリ　無処理 ム ショリ		18		16		1		1		17				2.48		27.42		24.94		20.55		18.07		0.725		2346

				9		ポリ　3ml		0		0		0		1		0				2.48		29.02		26.54		22.31		19.83		0.747		0

				10		ハイバリア　無処理l ム ショリ		6		3		0		4		4.5				2.48		27.74		25.26		21.5		19.02		0.753		598

				11		ポリ　2ml		0		0		0		0		0				2.48		29.87		27.39		21.9		19.42		0.709		0

				12		ポリ　1ml		0		0		0		0		0				2.48		27.22		24.74		21.09		18.61		0.752		0

				13		ポリ　2ml		0		0		0		0		0				2.48		27		24.52		20.49		18.01		0.735		0

				14		ハイバリア　無処理l ム ショリ		21		10		5		1		15.5				2.48		25.99		23.51		19.47		16.99		0.723		2145

				15		ハイバリア　3ml		0		0		0		0		0				2.48		28.49		26.01		22.04		19.56		0.752		0

				16		ポリ　1ml		0		0		0		0		0				2.48		28.58		26.1		21.35		18.87		0.723		0

				17		ポリ　3ml		0		0		0		0		0				2.48		27.27		24.79		21.54		19.06		0.769		0

				18		ポリ　無処理 ム ショリ		15		12		2		4		13.5				2.48		27.31		24.83		20.78		18.3		0.737		1832

				19		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		22		36		3		1		29				2.48		28.36		25.88		21.02		18.54		0.716		4048

				20		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		23		37		0		1		30				2.48		27.07		24.59		20.73		18.25		0.742		4042

				21		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		35		22		2		0		28.5				2.48		26.88		24.4		20.2		17.72		0.726		3924

				9/20　被覆資材検討　発病圃場の土 ヒフク シザイ ケントウ ハツビョウ ホジョウ ツチ																		生中 ナマ ジュウ		生土重 ナマ ツチ ジュウ		乾燥後重 カンソウ ゴ ジュウ

				1		ハイバリア10		2		0						1				2.48		30.72		28.24		20.38		17.9		0.634		158

				2				0		0						0				2.48		31.7		29.22		21.15		18.67		0.639		0

				3				0		0						0				2.48		34.66		32.18		22.44		19.96		0.620		0

				4		ハイバリア20		0		0						0				2.48		34.13		31.65		22.75		20.27		0.640		0

				5				0		0						0				2.48		33.36		30.88		21.79		19.31		0.625		0

				6				0		0						0				2.48		30.61		28.13		20.66		18.18		0.646		0

				7		ハイバリア30		0		0						0				2.48		31.86		29.38		21.93		19.45		0.662		0

				8				0		0						0				2.48		33.55		31.07		21.79		19.31		0.621		0

				9				0		0						0				2.48		33.48		31		21.6		19.12		0.617		0

				10		ポリ10		0		0						0				2.48		31.31		28.83		20.04		17.56		0.609		0

				11				0		0						0				2.48		30.58		28.1		19.95		17.47		0.622		0

				12				0		0						0				2.48		30.66		28.18		19.99		17.51		0.621		0

				13		ポリ20		0		0						0				2.48		30.96		28.48		19.8		17.32		0.608		0

				14				0		0						0				2.48		32.69		30.21		21.11		18.63		0.617		0

				15				0		0						0				2.48		30.07		27.59		20.14		17.66		0.640		0

				16		ポリ30		0		0						0				2.48		31.89		29.41		20.98		18.5		0.629		0

				17				0		0						0				2.48		34.83		32.35		22.64		20.16		0.623		0

				18				0		0						0				2.48		31.17		28.69		19.98		17.5		0.610		0

				19		無被覆10 ム ヒフク		0		0						0				2.48		30.2		27.72		20.6		18.12		0.654		0

				20				0		0						0				2.48		30.53		28.05		20.62		18.14		0.647		0

				21				0		0						0				2.48		30.91		28.43		20.88		18.4		0.647		0

				22		無被覆20 ム ヒフク		0		0						0				2.48		29.18		26.7		20.3		17.82		0.667		0

				23				0		0						0				2.48		31.84		29.36		21.63		19.15		0.652		0

				24				0		0						0				2.48		29.77		27.29		20.54		18.06		0.662		0

				25		無被覆30 ム ヒフク		0		0						0				2.48		30.98		28.5		20.6		18.12		0.636		0

				26				0		0						0				2.48		30.33		27.85		20.26		17.78		0.638		0

				27				0		0						0				2.48		29.94		27.46		20.38		17.9		0.652		0

				対照 タイショウ		埋めないサンプル ウ		42		29						35.5				2.48		32.69		30.21		21.75		19.27		0.638		5565



				9/20　被覆資材検討　培養分生子 ヒフク シザイ ケントウ バイヨウ ブン セイ コ

				3				0		0						0				2.48		24.27		21.79		21.03		18.55		0.851		0

				6				0		0						0				2.48		27.47		24.99		23.77		21.29		0.852		0

				9				0		0						0				2.48		24.51		22.03		21.99		19.51		0.886		0

				12				0		0						0				2.48		24.68		22.2		21.32		18.84		0.849		0

				15				0		0						0				2.48		25.32		22.84		21.99		19.51		0.854		0

				18				0		0						0				2.48		26.65		24.17		22.29		19.81		0.820		0

				21				0		0						0				2.48		27		24.52		22.83		20.35		0.830		0

				24				0		0						0				2.48		27.13		24.65		23.12		20.64		0.837		0

				27				0		0						0				2.48		24.73		22.25		21.37		18.89		0.849		0

				対照 タイショウ		埋めないサンプル ウ		66		74						70				2.48		22.16		19.68		20.5		18.02		0.916		7645



				42978		ガラスハウス　培養分生子 バイヨウ ブン セイ コ

				1		ポリ　3ml		0								0				2.48		27.2		24.72		21.81		19.33		0.782		0

				2		ポリ　1ml		1								1				2.48		28.65		26.17		22.52		20.04		0.766		131

				3		ポリ　2ml		5								5				2.48		27.46		24.98		22.66		20.18		0.808		619

				4		ポリ　無処理 ム ショリ		90								90				2.48		28.78		26.3		22.22		19.74		0.751		11991

				5		ハイバリア　無処理l ム ショリ		124								124				2.48		29.21		26.73		23.87		21.39		0.800		15496

				6		ハイバリア　3ml		19								19				2.48		28.54		26.06		23.26		20.78		0.797		2383

				7		ハイバリア　3ml		1								1				2.48		27.89		25.41		23.5		21.02		0.827		121

				8		ポリ　無処理 ム ショリ		95								95				2.48		27.42		24.94		18.22		15.74		0.631		15053

				9		ポリ　3ml		0								0				2.48		29.02		26.54		21.87		19.39		0.731		0

				10		ハイバリア　無処理l ム ショリ		45								45				2.48		27.74		25.26		21.08		18.6		0.736		6111

				11		ポリ　2ml		0								0				2.48		29.87		27.39		22.44		19.96		0.729		0

				12		ポリ　1ml		0								0				2.48		27.22		24.74		19.04		16.56		0.669		0

				13		ポリ　2ml		2								2				2.48		27		24.52		24.7		22.22		0.906		221

				14		ハイバリア　無処理l ム ショリ		82								82				2.48		25.99		23.51		19.94		17.46		0.743		11041

				15		ハイバリア　3ml		50								50				2.48		28.49		26.01		24.29		21.81		0.839		5963

				16		ポリ　1ml		0								0				2.48		28.58		26.1		20.85		18.37		0.704		0

				17		ポリ　3ml		1								1				2.48		27.27		24.79		22.63		20.15		0.813		123

				18		ポリ　無処理 ム ショリ		111								111				2.48		27.31		24.83		22.6		20.12		0.810		13698

				19		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		167								167				2.48		28.36		25.88		22.83		20.35		0.786		21238

				20		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		86								86				2.48		27.07		24.59		22.86		20.38		0.829		10377

				21		無被覆無処理 ム ヒフク ム ショリ		93								93				2.48		26.88		24.4		21.07		18.59		0.762		12207

				43077		深耕　　　くん蒸　　　　　　枠　　穴（深さ）　病理圃場 フカ タガヤ ムシ ワク アナ フカ ビョウリ ホジョウ

				1		深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-20 シンコウ ドジョウ ムシ		0		0		0				0				2.48		19.6		17.12		17.66		15.18		0.887		0

				2		深耕あり　土壌くん蒸あり　１　1-40 ドジョウ ムシ		32		30		2				31				2.48		19.86		17.38		18.81		16.33		0.940		3299

				3		深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-20 ドジョウ ムシ		22		18		7				20				2.48		16.65		14.17		15.05		12.57		0.887		2255

				4		深耕あり　土壌くん蒸なし　２　2-40 ドジョウ ムシ		31		37		2				34				2.48		22.6		20.12		20.45		17.97		0.893		3807

				5		深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-20 ドジョウ ムシ		0		0		0				0				2.48		16.09		13.61		14.57		12.09		0.888		0

				6		深耕あり　土壌くん蒸あり　３　3-40 ドジョウ ムシ		14		13		5				13.5				2.48		19.61		17.13		17.75		15.27		0.891		1514

				7		深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-20 ドジョウ ムシ		24		19		11				21.5				2.48		15.55		13.07		14.67		12.19		0.933		2305

				8		深耕あり　土壌くん蒸なし　４　4-40 ドジョウ ムシ		27		21		7				24				2.48		17.56		15.08		15.89		13.41		0.889		2699

				9		深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-20 ドジョウ ムシ		0		0		0				0				2.48		19.47		16.99		17.57		15.09		0.888		0

				10		深耕あり　土壌くん蒸あり　５　5-40 ドジョウ ムシ		12		14		3				13				2.48		15.15		12.67		13.77		11.29		0.891		1459

				11		深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-20 ドジョウ ムシ		21		23		3				22				2.48		14.98		12.5		13.56		11.08		0.886		2482

				12		深耕あり　土壌くん蒸なし　６　6-40 ドジョウ ムシ		24		22		4				23				2.48		16.49		14.01		15.04		12.56		0.897		2566

				13		深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-20 シンコウ ドジョウ ムシ		12		20		2				16				2.48		17.25		14.77		15.63		13.15		0.890		1797

				14		深耕なし　土壌くん蒸なし　７　7-40 ドジョウ ムシ		58		44		5				51				2.48		14.67		12.19		13.37		10.89		0.893		5709

				15		深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-20 ドジョウ ムシ		0		0		0				0				2.48		16.57		14.09		14.99		12.51		0.888		0

				16		深耕なし　土壌くん蒸あり　８　8-40 ドジョウ ムシ		23		27		5				25				2.48		15.13		12.65		13.81		11.33		0.896		2791

				17		深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-20 ドジョウ ムシ		17		20		2				18.5				2.48		20.86		18.38		18.79		16.31		0.887		2085

				18		深耕なし　土壌くん蒸なし　９　9-40 ドジョウ ムシ		17		25		4				21				2.48		19.45		16.97		17.7		15.22		0.897		2341

				19		深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-20 ドジョウ ムシ		2		0		0				1				2.48		16.99		14.51		15.44		12.96		0.893		112

				20		深耕なし　土壌くん蒸あり　10　10-40 ドジョウ ムシ		20		28		4				24				2.48		15.5		13.02		14.16		11.68		0.897		2675

				21		深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-20 ドジョウ ムシ		39		31		7				35				2.48		18.85		16.37		17.08		14.6		0.892		3924

				22		深耕なし　土壌くん蒸なし　11　11-40 ドジョウ ムシ		38		26		3				32				2.48		13.92		11.44		12.38		9.9		0.865		3698

				23		深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-20 ドジョウ ムシ		0		0		0				0				2.48		13.41		10.93		11.88		9.4		0.860		0

				24		深耕なし　土壌くん蒸あり　12　12-40 ドジョウ ムシ		21		22		3				21.5				2.48		17.7		15.22		15.73		13.25		0.871		2470

				43069		中村さんより　イイノウ氏圃場 ナカムラ シ ホジョウ

				1		圃場、採土箇所は紙に記載 ホジョウ サイ ツチ カショ カミ キサイ		30		25		0				27.5				2.48		167.48		165		128.54		126.06		0.764		3599

				2				7		9		1				8				2.48		245.49		243.01		195.77		193.29		0.795		1006

				3				8		15		2				11.5				2.48		219.94		217.46		163.41		160.93		0.740		1554

				4				10		18		0				14				2.48		207.09		204.61		156.21		153.73		0.751		1863

				5				29		33		0				31				2.48		288.96		286.48		211.88		209.4		0.731		4241

				6				11		17		0				14				2.48		266.57		264.09		200.35		197.87		0.749		1869

				7				1		5		3				3				2.48		244.81		242.33		186.85		184.37		0.761		394

				8				13		7		0				10				2.48		284.05		281.57		214.5		212.02		0.753		1328

				9				5		7		2				6				2.48		135.71		133.23		101.83		99.35		0.746		805

				10				6		8		0				7				2.48		223.58		221.1		177.21		174.73		0.790		886

				43441		石神さん圃場　他　場内露地 イシガミ ホジョウ ホカ ジョウナイ ロジ

				1		ガス抜き無し・その他資材全部 ヌ ナ タ シザイ ゼンブ		3		2						2.5				10		384.06		374.06		343.96		333.96		0.893		280

				2		カナディアンフミン		0		1						0.5				10		453.64		443.64		388.26		378.26		0.853		59

				3		ベンレート潅注 カン チュウ		0		0						0				10		348.62		338.62		272.73		262.73		0.776		0

				4		亜りん酸 ア サン		0		0						0				10		431.31		421.31		410.43		400.43		0.950		0

				5		連作障害ブロック レンサク ショウガイ		2		2						2				10		366.4		356.4		341.8		331.8		0.931		215

				6		品種比較 ヒンシュ ヒカク		0		0						0				10		444.85		434.85		405.4		395.4		0.909		0

				7		品種比較　２月 ヒンシュ ヒカク ガツ		3		5						4				10		357.83		347.83		307.45		297.45		0.855		468

				8		ハイフミンハイブリッド		2		4						3				10		376.85		366.85		352.28		342.28		0.933		322

				9		トリコデルマ		2		1						1.5				10		282.28		272.28		246.54		236.54		0.869		173

				10		対照 タイショウ		3		0						1.5				10		413.71		403.71		353.14		343.14		0.850		176

		場内露地 ジョウナイ ロジ		11		品種比較 ヒンシュ ヒカク		48		66						57				10		378.22		368.22		314.02		304.02		0.826		6904

				12		ベンレート　１		52		78						65				10		455.25		445.25		365.43		355.43		0.798		8143

				13		ベンレート　２		56		79						67.5				10		366.9		356.9		272.89		262.89		0.737		9164

				14		ベンレート　３		73		74						73.5				10		278.95		268.95		230.36		220.36		0.819		8971

				15		非ガス抜き区 ヒ ヌ ク		0		0						0				10		278.43		268.43				-10		-0.037		0

				1		土１ ツチ		19		7						13				10		158.12		148.12		115.67		105.67		0.713		1822

				2		土２ ツチ		8		6						7				10		142.1		132.1		96.01		86.01		0.651		1075

				3		土３ ツチ		9		2						5.5				10		191.19		181.19		128.34		118.34		0.653		842

				4		土４ ツチ		1		3						2				10		154.78		144.78		106.71		96.71		0.668		299

				5		フ１		20		15						17.5				10		160.96		150.96		110.35		100.35		0.665		2633

				6		フ２		9		9						9				10		210.76		200.76		148.27		138.27		0.689		1307

				7		フ３		4		8						6				10		198.58		188.58		137.97		127.97		0.679		884

				8		フ４		18		18						18				10		177.27		167.27		124.88		114.88		0.687		2621

				9		カニ１		51		44						47.5				10		376.1		366.1		272.86		262.86		0.718		6616

				10		カニ２		37		37						37				10		299.81		289.81		202.58		192.58		0.665		5568

				11		カニ３		86		66						76				10		280.72		270.72		190.73		180.73		0.668		11384

				12		トリ１		48		43						45.5				10		288.27		278.27		205.12		195.12		0.701		6489

				13		トリ２		36		56						46				10		346.17		336.17		247.19		237.19		0.706		6520

				14		トリ３		15		37						26				10		219.11		209.11		147.73		137.73		0.659		3947

				15		cont１		68		80						74				10		264.27		254.27		171.42		161.42		0.635		11657

				16		cont２		36		48						42				10		293.47		283.47		200.57		190.57		0.672		6247

				17		cont３		80		69						74.5				10		142.68		132.68		93.06		83.06		0.626		11901

		43133		1		非ガス抜き区 ヒ ヌ ク		0		0						0				5.6		129.08		123.48		93.36		87.76		0.711		0

		現地 ゲンチ		2		ベンレート区 ク		1		1						1				5.6		181.39		175.79		133.41		127.81		0.727		138

				3		全部入り区 ゼンブ イ ク		0		0						0				5.6		148.83		143.23		109.49		103.89		0.725		0

				4		連作障害区 レンサク ショウガイ ク		2		0						1				5.6		170.46		164.86		125.72		120.12		0.729		137

				5		バーク堆肥区 タイヒ ク		1		2						1.5				5.6		291.56		285.96		211.73		206.13		0.721		208

				6		亜リン酸区 ア サン ク		6		11						8.5				5.6		125.45		119.85		92.85		87.25		0.728		1168

				7		ハイフミンハイブリッドG		1		0						0.5				5.6		194.9		189.3		146.05		140.45		0.742		67

				8		品種比較 ヒンシュ ヒカク		1		7						4				5.6		181.49		175.89		134.28		128.68		0.732		547

				9		トリコデルマ		1		1						1				5.6		125.96		120.36		94.04		88.44		0.735		136

				10		品種２月 ヒンシュ ガツ		0		0						0				5.6		184.94		179.34		124.23		118.63		0.661		0

				11		対照 タイショウ		1		0						0.5				5.6		204.83		199.23		149.13		143.53		0.720		69

				12		病理圃場 ビョウリ ホジョウ		11		17						14				5.6		285.6		280		189.72		184.12		0.658		2129



		43154		1				0		0						0				2.48		29.47		26.99		20.76		18.28		0.677		0

		ガラスハウス冬 フユ		2				0		0						0				2.48		28.88		26.4		20.03		17.55		0.665		0

				3				0		0						0				2.48		26.88		24.4		19.1		16.62		0.681		0

				4				0		0						0				2.48		28.78		26.3		19.83		17.35		0.660		0

				5				0		0						0				2.48		32.14		29.66		22.25		19.77		0.667		0

				6				0		0						0				2.48		29.95		27.47		20.66		18.18		0.662		0

				7				0		0						0				2.48		29.29		26.81		20.12		17.64		0.658		0

				8				0		0						0				2.48		29.03		26.55		19.99		17.51		0.660		0

				9				25		25						25				2.48		29.96		27.48		20.91		18.43		0.671		3728

				10				35		17						26				2.48		29.72		27.24		20.38		17.9		0.657		3957

				11				20		7						13.5				2.48		28.69		26.21		19.95		17.47		0.667		2025

				12				17		34						25.5				2.48		29.33		26.85		20.53		18.05		0.672		3793

				13				0		0						0				2.48		28.63		26.15		19.96		17.48		0.668		0

				14				0		0						0				2.48		28.14		25.66		21.84		19.36		0.754		0

				15				0		0						0				2.48		28.76		26.28		20.27		17.79		0.677		0

				16				0		0						0				2.48		28.99		26.51		20.3		17.82		0.672		0

				17				48		85						66.5				2.48		26.16		23.68		20.83		18.35		0.775		8582

				18				53		29						41				2.48		28.11		25.63		19.64		17.16		0.670		6124

				19				0		0						0				2.48		26.02		23.54		19.59		17.11		0.727		0

				20				0		0						0				2.48		26.84		24.36		20.23		17.75		0.729		0

				21				62		55						58.5				2.48		26.68		24.2		19.92		17.44		0.721		8118

				22				30		29						29.5				2.48		27.92		25.44		19.98		17.5		0.688		4288

				23				0		0						0				2.48		28.44		25.96		20.2		17.72		0.683		0

				24				0		0						0				2.48		28.53		26.05		19.71		17.23		0.661		0

				25				18		25						21.5				2.48		26.79		24.31		18.5		16.02		0.659		3263

				26				22		51						36.5				2.48		29.36		26.88		20.13		17.65		0.657		5559

				27				0		0						0				2.48		28.7		26.22		20.29		17.81		0.679		0

				28				0		0						0				2.48		29.82		27.34		20.4		17.92		0.655		0

				29				19		19						19				2.48		30.92		28.44		20.92		18.44		0.648		2930

				30				21		18						19.5				2.48		29.08		26.6		20.04		17.56		0.660		2954

				31				0		0						0				2.48		30.29		27.81		21.69		19.21		0.691		0

				32				0		0						0				2.48		29.85		27.37		20.77		18.29		0.668		0

				33				0		0						0				2.48		27.28		24.8		20.35		17.87		0.721		0

				34				0		0						0				2.48		29.34		26.86		20.6		18.12		0.675		0

				35				0		0						0				2.48		29.22		26.74		20.51		18.03		0.674		0

				36				0		0						0				2.48		26.19		23.71		20.14		17.66		0.745		0

				37				28		36						32				2.48		28.38		25.9		20.99		18.51		0.715		4478

				38				25		24						24.5				2.48		27.41		24.93		19.55		17.07		0.685		3578

				39				26		55						40.5				2.48		26.14		23.66		20.03		17.55		0.742		5460

				40				37		61						49				2.48		24.39		21.91		19.73		17.25		0.787		6224

				41				34		55						44.5				2.48		22.13		19.65		17.98		15.5		0.789		5641

				42				102		37						69.5				2.48		26.26		23.78		21.19		18.71		0.787		8833

				対照１ タイショウ		埋めないサンプル ウ		45		49						47				2.48		26.54		24.06		22.35		19.87		0.826		5691



				貯蔵土 チョゾウ ツチ				13		14						13.5				5.6				-5.6

				カラム充填時土 ジュウテン ジ ツチ				21		27						24				53.3		104.32		51.02





17ニンジン発病時期

				2017年2月20日　観察＆PCR依頼分 ネン ガツ ニチ カンサツ イライ ブン

				※2017年2月15日採取・洗浄、17日置床（WA培地）、20日観察 ネン ガツ ニチ サイシュ センジョウ ニチ チ ショウ バイチ ニチ カンサツ																																						石神氏圃場　消毒エリア　0322仕分け　0326判断 イシ カミ シ ホジョウ ショウドク シワ ハンダン																				病理昆虫圃場 ビョウリ コンチュウ ホジョウ																		土井氏圃場 ドイ シ ホジョウ																		石神さん圃場 イシガミ ホジョウ		5/9調査 チョウサ

		No.		品種 ヒンシュ		病斑の有無 ビョウハン ウム		置床部位の様子 チ ショウ ブイ ヨウス		反復 ハンプク		観察結果
（2/20）a) カンサツ ケッカ		PCR結果b) ケッカ		PDA分離
菌叢c) ブンリ キン ソウ		病原力d) ビョウゲン リョク				No.		品種 ヒンシュ		病斑の有無 ビョウハン ウム		反復 ハンプク		観察結果
（2/20）a) カンサツ ケッカ		PCR結果b) ケッカ		PDA分離
菌叢c) ブンリ キン ソウ		病原力d) ビョウゲン リョク				No.		品種 ヒンシュ		病斑の有無 ビョウハン ウム		反復 ハンプク				PCR結果b)
中田さん ケッカ ナカタ		PDA分離
菌叢c) ブンリ キン ソウ		病原力d) ビョウゲン リョク						No.		品種 ヒンシュ		病斑の有無 ビョウハン ウム		反復 ハンプク				PCR結果b)
中田さん ケッカ ナカタ		PDA分離
菌叢c) ブンリ キン ソウ		病原力d) ビョウゲン リョク				No.		品種 ヒンシュ		病斑の有無 ビョウハン ウム		反復 ハンプク				PCR結果b)
中田さん ケッカ ナカタ		PDA分離
菌叢c) ブンリ キン ソウ		病原力d) ビョウゲン リョク				No.		品種 ヒンシュ		調査株数 チョウサ カブ スウ		発病株数 ハツビョウ カブスウ		分離数 ブンリ スウ		分離菌 ブンリ キン

		1		彩誉 アヤ ホマレ		あり		胴くぼみ ドウ		1		Py		F.o		×						42		彩誉 アヤ ホマレ		なし		1		-										1		ベーターリッチ		有り ア																1		彩誉 アヤ ホマ		有り ア								fs						1				有り ア								fs						1		ヒートン		14		5		5		Rh		Fs		Fs		－		－

		2						胴くぼみ ドウ		2		Py		-								43						2		-										2		ベーターリッチ		有り ア																2				有り ア								py						2				有り ア								py						2		アリテキ		14		8		6		Fs		Fs		Fs		Fs		－

		3						胴くぼみ ドウ		3		Py		F.o		×						44						3		-										3		ベーターリッチ		有り ア								fs		＋						3				有り ア								py						3				有り ア								py						3		ムテキ		14		6		6		Fo		Fo		－		－		－

		4						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		4		-										45						4		-										4		ベーターリッチ		有り ア								fs		-																																										4

		5						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		5		Py+Fu		F.s		○		-				46						5		-										5		ベーターリッチ		有り ア																																																				5		白黒ダブル シロクロ		14		13		6		Fs		Fs		Fo		Fo		？

		6						胴赤褐斑（岐根あり株） ドウ セキ カッパン キ コン カブ		6		Py		F.o		○		＋＋＋				47						6		-										6		ベーターリッチ		有り ア								fs		-																																										6		黒マルチ クロ		14		11		6		Fs		Fo		－		－		－

		7						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		7		-										48						7		-										7		ベーターリッチ		有り ア																																																				b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani ,-:検出されず ケンシュツ

		8						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		8		-										49						8		-										8		ベーターリッチ		有り ア								fs		-																																										　流水洗浄のみ リュウスイ センジョウ

		9		紅うらら ベニ		あり		胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		1		-										50		紅うらら ベニ		なし		1		-										9		ベーターリッチ		有り ア								fo		＋＋

		10						先端付近褐変 センタン フキン カッペン		2		-										51						2		-

		11						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		3		-										52						3		-																																																																				石神さん圃場 イシガミ ホジョウ		5/9調査 チョウサ

		12						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		4		-										53						4		Py		F.o		×						b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani ,-:検出されず ケンシュツ																				b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani ,-:検出されず ケンシュツ																		b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani ,-:検出されず ケンシュツ																		No.		品種 ヒンシュ				罹病株の健全部位数 リビョウ カブ ケンゼン ブイ スウ				分離菌 ブンリ キン

		13						先端付近褐変 センタン フキン カッペン		5		-										54						5		他 タ		-								　流水洗浄のみ リュウスイ センジョウ																				　流水洗浄のみ リュウスイ センジョウ																		　流水洗浄のみ リュウスイ センジョウ																		1		ヒートン						6		－		－		－		－		－

		14		紅ひなた ベニ		あり		胴くぼみ＆薄斑 ドウ ウス ブチ		1		-										55						6		-																																																																		2		アリテキ						6		－		－		－		－		－

		15						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		2		Py		F.o		○		＋＋＋				56						7		Py		-								播種日12/16 ハシュ ヒ																																																								3		ムテキ						6		－		－		－		－		－

		16						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		3		-										57						8		-										品種　ベーターリッチ ヒンシュ																																																								4

		17						胴褐斑 ドウ カッパン		4		-										58		紅ひなた ベニ		なし		1		Py		-								資材　黒マルチ3710、ヒートン農ビ シザイ クロ ノウ																																																								5		白黒ダブル シロクロ						6		－		－		－		－		－

		18						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		5		-										59						2		-										病害防除　クロピクのみ ビョウガイ ボウジョ																																																								6		黒マルチ クロ						6		－		－		－		－		－

		19						先端付近こぶ状変形＆褐変 センタン フキン ジョウ ヘンケイ カッペン		6		-										60						3		-										間引き　3/9実施 マビ ジッシ																																																								b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani ,-:検出されず ケンシュツ

		20						先端付近褐変 センタン フキン カッペン		7		-										61						4		-																																																																		　流水洗浄のみ リュウスイ センジョウ

		21						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		8		-										62						5		-

		22		ベータリッチ		あり		先端付近褐変 センタン フキン カッペン		1		-										63						6		-										1		ベーターリッチ						分離されず ブンリ

		23						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		2		他 タ		-								64						7		-										2		ベーターリッチ						分離されず ブンリ

		24						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		3		-										65						8		Py		F.o		○		＋				3		ベーターリッチ						分離されず ブンリ

		25						首付近くぼみ クビ フキン		4		-										66		ベータリッチ		なし		1		Py		P.s		○		＋				4		ベーターリッチ						分離されず ブンリ

		26						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		5		-										67						2		Py		-								5		ベーターリッチ						分離されず ブンリ

		27						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		6		-										68						3		-												洗浄30min.→70％EtOH30sec.→５％次亜塩30sec.→水洗2回→置床

		28						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		7		Py?		F.o		○		＋＋				69						4		-																																																																				MD4 8-3		Fs

		29						先端付近褐変 センタン フキン カッペン		8		-										70						5		-																																																																				MD6 8-1		Fo

		30						先端付近褐変 センタン フキン カッペン		9		-										71						6		Py		P.s		○		＋																																																														MD6 8-2		×

		31						先端付近褐変 センタン フキン カッペン		10		-										72						7		-																																																																				MD15 8-1		×

		32						胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		11		-										73						8		-																																																																				MD15 8-2		×

		33		TCH-711		あり		胴赤褐斑 ドウ セキ カッパン		1		Py?		-								74		TCH-711		なし		1		Py		P.s		○		＋

		34						胴薄斑 ドウ ウス ブチ		2		-										75						2		-																																																																				KN6 8-1		Fo

		35						胴薄斑 ドウ ウス ブチ		3		-										76						3		-																																																																				KN4 8-1		Fo

		36						胴赤褐斑 ドウ アカ カッパン		4		他 タ		-								77						4		Py		F.o		○		＋＋＋																																																														KN4 8-2		×

		37						胴赤褐斑 ドウ アカ カッパン		5		-										78						5		-																																																																				KN4 8-3		Fo

		38						胴赤褐斑 ドウ アカ カッパン		6		Py		F.o		○		＋＋				79						6		-

		39						先端褐変 センタン カッペン		7		Py		F.o		×						80						7		Fu+他？ タ		F.s		○		＋

		40						岐根部褐変 キ コンブ カッペン		8		Fu		F.s		×						81						8		他 タ		-

		41						岐根部褐変（小株） キ コンブ カッペン ショウ カブ		9		Py		F.o		×						a) Py: ピシウム、Fu: フザリウム、他：その他？、-： 菌糸観察されず タ タ キンシ カンサツ

		a) Py: ピシウム、Fu: フザリウム、他：その他？、-： 菌糸観察されず タ タ キンシ カンサツ																				b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani ,-:検出されず ケンシュツ

		b）F.o:F. oxysporum, F.s:F. solani, P.s:P.sulcatum, R.s:R solani 																				c)無病斑株手順：お茶パックでまとめて洗浄30min.→70％EtOH30sec.→５％次亜塩30sec.→水洗2回→置床 ム ビョウハン カブ テジュン チャ センジョウ ジアエン スイセン カイ チ ショウ
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 実証事業の成果

 梨なびテストアプリ活用実証 生産者に対するアンケート調査（農家の意向） 1/2

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

(c) 梨なびアプリの利用意向
（KPI：「今後も継続的に利用したい」の回答が6割以上）：達成

30.8%

69.2%

防除作業を実施する際、梨なび
を参考にしましたか。

参考にした 参考にしなかった

n=13
25.0%

75.0%

梨なびを使用することによって、適
切な防除時期がわかるようになりま
したか。

わかるようになった
ややわかるようになった

n=4

(b) 梨なびアプリの効果
(KPI：「適切な防除時期がわかるようになった」の回答が7割
以上)：達成

50.0%
25.0%

25.0%

今回利用した、スマートフォン版梨
なびは使いやすかったですか。

使いやすかった 使いにくかった
未回答

n=12

(a) ＵＩの使いやすさ
(KPI：「従来の「梨なび」と比較して、使いやすくなった」の回答
が7割以上）：未達成

15.4%

69.2%

15.4%

梨なびを来年度以降も継続して使用し
たいと思いますか。

使用したい
どちらかというと使用したい
どちらかというと使用したくない

n=13

76.9%

15.4%

7.7%

梨なびを他の農家の方にも薦めたいと
思いますか。

薦めたい
どちらかというと薦めたい
どちらかというと薦めたくない
薦めたくない

n=13

15.4%

46.2%
15.4%

7.7%
15.4%

梨なびの使用による作業効率の向上が、
将来における農場・人員の拡大に有効だ
と思いますか。

有効だと思う
やや有効だと思う
あまり有効だと思わない
有効だと思わない
未回答

n=13

46.2%

38.5%

7.7%
7.7%

梨ナビアプリケーションを使用するこ
とは新規就農者が防除作業をする助け
になると思いますか。

助けになると思う
やや助けになると思う
あまり助けにならないと思う

n=13

(d) 農場の拡大や、人員の拡大、新規就農者の参入に対す
る梨なびの有効性に対する考え
（KPI：「新規就農者等に有効」の回答が7割以上）：一部達成
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 利用した生産者に対するアンケート調査（農家の意向） 2/2

＜まとめ＞

梨なびのテストアプリを秋防除で使う人は少なかった。これは、梨なびを利用できるようになる前に秋防除期間が過ぎてしまっ
た人や、梨なびにより防除判断は、これまでの経験による判断と変わらないと考える農業者がいたためであった。

一方、継続して使いたい、他の人にも薦めたいという人は、アンケート回答者全体の４分の３を占めている。また、農場・人員の
拡大、新規就農者にも有効と思う人も多かった。つまり、梨なびアプリの防除判断は信頼できるものであり、特に経験による判
断のできない、経験年数の浅い農家に有効に活用できる可能性があることがわかった。

ただし、有料で使いたいと思う人は少なかった。例えば、JAで一括購入し各農業者は無料で利用できるような、農業者に負担
のない実装モデルが、梨なびアプリの普及には有効であると考えられる。また、黒星病以外の病害虫防除にも利用できるよう
にすれば、有料でもニーズがあり、各農業者からサービス料を徴収する実装モデルが可能であると考えられる。

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業

37.9%

48.3%

13.8%

梨なびが有料のアプリケーションであっても使い
たいと思いますか。

思う 思わない 未回答

n=29

(e) 梨なびアプリへの支払い意欲・支払い意思額

●支払い意欲 ●支払意思額

100
1000

100
300

200
100
100
100

110

0

300

300
800

500
500

300
500

220
50

0 200 400 600 800 1000 1200

回答者1
回答者2
回答者3
回答者4
回答者5
回答者6
回答者7
回答者8
回答者9
回答者10

妥当だと思う梨なびアプリの金額について教えてください。
n=10

円/月
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事業の目指す姿
「目指す姿」を実現
するための課題

モニタリングする指標
（KPI）

実証前の値
（測定年（7月））

現状の値
（測定年（8〜10月）

実証終了時の値
（測定年（2月））課題ごとの解決策 評価方法

解決策の評価

効果的かつ効率的な防
除による、梨の黒星病
発病率の低減

農家による、防除指
導に従った防除の実
践

データ取得における
最適なセンサ設置
密度の検証

異なる密度でセンサを
設置し、予測結果への
影響を検証

①圃場ごとに取得した微
気象データとアメダスデー
タとの差異（地点ごとの差
の大きさ）
②①の差異と、センサによ
るコストの差異の比較

―

複数の電波種類の試
行により、効果的・効率
的なデータ通信方法を
特定

通信にかかる費用と通
信データの欠損率

― ―

農家の防除実践につ
ながる、使いやすい
梨なびアプリの開発

パイロットユーザへのア
ンケート調査

①ＵＩの使いやすさ 従来版 ― 50%
(使いやすい)

要防除日予測の、高
精度かつコスト効率
的な実施

高精度データの取得
による防除予報の高
精度化

アメダスデータと圃場ご
とのデータにおける気
温、降雨量の差異を検
証

アメダスデータと圃場ご
とのデータにおける気
温、降雨量の差異

センサ
平均気温：15.6℃
平均湿度：82.3%

低コストなデータ通
信の利用

④農場の拡大や、人員の拡大、新
規就農者の参入に対する梨なびの
有効性に対する考え

― ― 85%
(新規就農者に有効)

⑤梨なびへの支払い意
欲・支払い意思額

― ― 23%(利用したい)
100〜500円/月

②梨なびの効果 防除暦にする ― 100%
(適切な防除時期が分かる)

③梨なびの利用意向 ― ― 85%
(利用したい)

防除達成率の変化 梨なびによる防除達成率 ―

アメダスデータと圃場ごと
のデータにおける気温、降
雨量の差異による防除タ
イミングの差異の検証

アメダスデータと圃場ご
とのデータの差異によ
る防除タイミングの差
異（要防除日、回数）

センサ
危険日：15回

アメダス
平均気温：17.1℃
平均湿度66.9%

アメダス
危険日：15回

 実証事業の全体構造（ロジックツリー）

―

―

―

差異（RMS）
気温：2.48℃
湿度：17.95%

電波強度は3種類とも問題なし
5年間コスト（単位：円）
FS：2,061,500
ミハラス：1,688,000
eセンシング：1,058,500
データ欠損率：0（ゼロ）

―

――――

－

※芽基部の発病は４月以
降の調査で判明



40

実装モデル
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今後の取組

 コストモデル

事業実施に必要なIoT機器類のコストのモデルケースとして、産地のJAに親機を設
置し、周辺の農家11箇所（※）に子機を設置した場合（FSは親機がないため農
家のみの設置）のイニシャルコスト、ランニングコスト、年間コスト、5年間コストは以
下の通り算出した。なお、イニシャルコストは機器代金を指し、設置費用を含まない。

※後述する「利用した生産者に対するアンケート調査」で、回答したパイロットユーザ
（13人）のうち、来年度以降も継続して使用したいと回答したユーザ数
（69.2%：11人）に子機を設置することを前提とした。また、通信をカバーできる
範囲として、今回の検証エリアと同様の条件で、対象となる子機設置場所が、親機
から概ね半径600m以内に位置する場合を想定した。

気象センサ イニシャルコスト ランニングコスト
(※2) 年間コスト 5年間コスト

FS(3G) 2,568,500 32,780/月 2,961,860 4,535,300

ミハラス
(特定小電力) 2,882,000 4,600/月 2,937,200 3,158,000

eセンシング
(LPWA) 1,511,500 5,200/月 1,573,900 1,823,500

（単位：円）コスト比較表（※１）

※1：親機1台、子機11台の合計コストを記載
※2：FS(3G)は通信料×(親機＋子機台数)分のコストが発生するが、ミハラス(特定小電力)

及びeセンシング(LPWA)では、通信料は親機のみ発生するため、子機の台数によらず一定の金額となる。

設置イメージ図（特定小電力・LPWAの例）

センサ子機

農家

JA等

半径600m

センサ子機

農家

センサ子機

農家

センサ子機

農家

センサ子機

農家

センサ子機

農家

センサ子機

農家 センサ子機

農家

センサ子機

農家

センサ親機

センサ子機

農家
センサ子機

農家

コスト単金表
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今後の取組
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 展開シナリオ 機関名 主な役割

千葉県（コーディネイト主
体：千葉農林総合研究セン
ター）

システム開発のために黒星病発生予測、ナシ開花期予測、みつ症（豊
水）発生予測、チャノキイロアザミウマ発生予測のアルゴリズムを提供
し、総合支援システムの開発に関わると共に経営的な評価も行う。

株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ経営研究所

千葉農林総研とともに、黒星病発生予測システムのアプリ開発を行っ
た。事業の効果的な普及に係り、新サービスのモデル実証等を行う。

株式会社イーエスケイ 千葉農林総研とともに、黒星病発生予測システムのアプリ開発を行っ
た。農林総研が開発した各種アルゴリズムを追加したアプリ開発を行う。

東日本電信電話株式会社 ナシ園における微気象ネットワーク構築の検証を行ってきた。現地にお
ける微気象ネットワークの構築と改良を行う。

千葉県果樹園芸連合会ナ
シ部会

千葉県のナシ生産者の大半が加入している生産組織。開発した技術
の実証試験の場を提供し、関係機関とともに成果の検証を行う。

全国農業協同組合連合会
千葉県本部

ナシ生産に係る農薬防除講習会を全県の生産者対象に毎年実施して
おり、農薬防除の指針を作成している。今回開発するシステムへの助
言支援を行うとともに全県的な普及を検討する。

市川市農業協同組合 市川市、船橋市を管内とし農業生産に係る資材を販売し、生産された
ナシをとりまとめて市場等へ出荷している。生産者との連絡調整及び本
システム開発への助言を行う。

市川市経済部農業振興課 市川市のナシ生産に係るスマート農業推進、補助事業の検討を行う。

船橋市経済部農水産課 船橋市のナシ生産に係るスマート農業推進、補助事業の検討を行う。

千葉県東葛飾農業事務所 千葉県のナシの主産地である東葛飾地域のナシ生産に係るスマート農
業推進の役割を担う。生産者の実証試験について助言や支援を行う。

千葉県農林水産部担い手
支援課専門普及指導室

千葉県全域のナシ生産に係るスマート農業推進の役割を担う。また、
生産者の実証試験について助言を行う。

有限会社ヤマニ果樹農園 ナシ生産に係る高い栽培技術を有する。減農薬栽培に積極的に取り組
み、地域と共存した都市農業を展開。後継者も就農し、ナシ生産のス
マート農業化に強い関心がある。ナシ生産圃場での実証試験を行う。

実証項目

令和２年度 令和３年度 令和４年度

4-9月 10-3月 4-9月 10-3
月

4-9月 10-3月

ア）梨なびアプリ
（黒星病）の現地実
証

イ）梨なびアプリの
機能追加と実証
（栽培総合支援全
体）

ウ）現地における
実用規模での微気
象測定ネットワーク
の構築と検証

エ）ナシ生産農家
における経営デー
タの取得と経営分
析

オ）ビジネスモデル
の検討

カ）推進会議の開
催

キ）県内（県外）主
要産地への普及と
実装、他果樹への
波及
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運用上の
ポイント

気象情報の収集（毎日／10分毎）

【気象データ】

各センサーが取得した気象データは、無線通信及びインターネットを通
じて各センサークラウドへ格納される。センサデータは、データ連携に
より各クラウド上の気象データが梨なびDBへ自動的に格納され、ユー
ザーによる手作業は不要となっている。

民間事業者
（NTT東日本、

その他）

サービス利用者
（ナシ生産者）

行政機関
（農林総研、
気象庁）

情報フローモデル

危険度確認／農薬散布タイミング判断（毎日）作業情報の入力（随時）

・危険度判定処理

梨なびカレンダー
・危険度確認

・残効期間確認

紙帳票
（ExcelなどMS
製品も含む）

梨なびDB
民間事業者

（イーエスケイ）

・FS
・eセンシングforアグリ

・ミハラス

圃場センサ
データ

・アメダスデータ

・作業情報入力
（日々の農作業情報や

農薬散布情報）

・畑らく日記DB

農薬散布

【梨なびカレンダー】

農薬の残効期間を確認するとともに、期間外においては気象情
報（各センサー又はアメダス）より計算された黒星病の発生危
険度を確認し、6日先までの天気予報と合わせて、次回農薬
散布するタイミングを判断する。

【作業情報入力】

農薬の散布情報を入力することにより、梨なびカレンダーに
ていつ農薬の効果が失われるか（残効期間）の確認を行う
事ができる。農薬散布情報の入力は、IDのリンクにより、畑
らく日記へ入力することでも可。
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ガイドライン作成に向けた整理

①実際の電波伝搬特性と各電波の課題

②機器の効率的配置、設定、セキュリティ上の知見

• 圃場Cにおける電波伝搬検証については、３種類の電波とも様々な外部要因（農機具や台風15号による暴風
雨等）を受けても最低受信強度値に達することは１度もなく、検証期間を通し特定小電力無線は「-95～-
80dBm」の範囲で、LPWAは「-90dBm前後」の範囲で安定していた。

• また送受信機間に高い建物（工場等）がある全く見通しが利かない環境下のRSSIが、障害物が無い場合のそ
れと比較し10％程度増であったことから、920MHz帯は回折性が高い特性を持つことが分かった。

• 台風15号の猛烈な風雨においても物理的な損傷は発生しなかったことから、自立型（FS、ミハラス）、分離型
（eセンシングforアグリ）ともにマニュアルとおりの施工で問題ないことが分かった。

• センサー値は防除・防風ネット内であれば何処でも概ね同じ値を示すことが分かったため、1）電波強度、2）電
源（電源供給が太陽光パネルの場合は当該パネルが十分に発電できる方向に向ける）がしっかりと確保できる
所に設置する必要がある。

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業
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ガイドライン作成に向けた整理

③コスト(イニシャルコスト、ランニングコスト）

④①～③を踏まえた上で考えられる適切なIoT利用環境整備のあり方及び必要な政策面での支援

• 微気象ネットワークのコスト構造は、大きくイニシャルコスト（センサ機器代金）とランニングコスト（通信回線部分
とクラウド利用料）に分けられる。

• 耐用年数は全ての機器が60か月であるため、ライフサイクルコスト（イニシャルコスト1回分＋ランニングコスト60か
月分）をセンサ台数毎に算出した結果、センサ機器が1台の場合はFSが、2台以上となるとeセンシングforアグリ
にコスト優位性があると分かった。※eセンシングforアグリはセンサ親機に複数台のセンサ子機を“ぶら下げる”ことが
可能のため、コストパフォーマンスが他の機器よりも良くなる。

• 920MHz帯のセンサ機器は、その通信距離が数百～数Kmをカバーできる能力を有していることから、送受信アンテ
ナを最適な場所（アンテナ間を見通しが利くところ）に設置でき、かつセンサ無線区間でマルチホップ型トポロジー
（※）が組める機器を選択した場合に、最もコストパフォーマンスが発揮できる。

• このことから、最適なIoT利用環境を構築するためには、次の観点が重要となる。
 送受信アンテナを設置できる最適な場所（親機は極力高所に設置）の有無
 当該アンテナ間の見通しが利くこと ※樹木等の水分を含んだものや電波が乱反射するような障害物が介在
しないようなアンテナ配置が可能なのか否か

 受信アンテナからみて、果樹園が通信距離内に“複数点在“しているのか否か
 共同で微気象ネットワークを構築・利用する“座組み“が組めるのか否か

※無線親機と子機との中間に「中継装置」を設置し、当該装置を介してホップすることで、より長距離に電波を飛ばす構成。
ホップ数を多段に組めば、より遠くまで通信することができる。

株式会社NTTデータ経営研究所
微気象ネットワークを活用した梨ナビゲーションシステム構築･普及事業
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参考

 基本情報

果樹農業の生産性に関する問題
 農業において病害は、生産性を低下させる大きな原因と

なっている。
 黒星病は果樹農業において深刻な病害であり、梨や林檎、

桃などが感染し、果実の品質が低下したり、食べられなく
なったりする。

黒星病の防除に向けた取組状況（現状）
 JAグループ千葉では、梨の黒星病の防除のガイドラインとして防

除暦を指定しており、暦日に従った防除を推奨している。
 長野県では、林檎の黒星病対策として、10日以上間隔を開けずに

防除を行なうこと、降雨前には防除を実施すること推奨している。

現状の課題
 現状、黒星病発病の危険度については、日々異なる各圃場の

気象条件を踏まえた防除予測ができていない。
 より効率的な防除のためには、各圃場の気象状況を反映し、高

い精度で発病危険性の予測を行なう必要がある。

出所）市川市HP

JAグループ千葉が推奨する、梨収穫期～落葉期の暦日防除

黒星病に感染した梨の果実

世界における病害虫・雑草による経済損失

千葉
12%

茨城
8%
福島
7%

栃木
7%鳥取

7%長野
5%

7位
以下
54%

特徴：梨の生産量(シェア1位)
出所) 日本植物防疫協会
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