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高うね処理によるコムギ雪腐大粒菌核病の発生促進法の再評価

山名利一*

Reassesment of High-Ridge Cultivation Method Predisposing Winter Wheat 

to Sclerotinia Snow Mold 

Toshikazu Y AMAN A * 

At Kitami Agricultural Experiment Station， the high-ridge cultivation (HRC) method is used under field 

conditions to test the resistance of winter wheat and the e:ffect of fungicides to Sclerotinia snow mold 

caused by Sclerotinia borealis. It has been considered that the HRC method eliminates other snow 

molds concurring with S. borealis. However， recently other snow molds may be eliminated using specific 

fungicides. S. borealis has occurred less often in recent years owing to climatic changes in winter but still 

remains an important disease in Kitami. In this report， I critically reassessed the e:ffectiveness of the HRC 

method in terms of temperature and disease severity. The HRC method reduced soil temperature， 

increased frost damage in plants， and promoted the incidence of S. borealis. Under a persistent snow cover， 

the ground temperature in HRC was approximately -l
O

C， which favored disease occurrence. The disease 

occurred severely in HRC， whereas there was little occurrence in the control level-row cultivation. In 

conclusion， the HRC method is effective in increasing the severity of the Sclerotinia snow mold and it 

enables consistent occurrence of the disease despite recent warm winters 

Key words: high-ridge cultivation， winter wheat， Sclerotinia borealis， Sclerotinia snow mold 

秋まきコムギ栽培においては，積雪下で越冬する際に

好低温性糸状菌による攻撃を受け，雪腐病が発生する北

海道において雪腐病を引き起こす糸状菌は複数知られて

おり，通常これらは混発する • Sclerotinia borealisによる

コムギ雪腐大粒菌核病は 秋まきコムギの安定生産を阻

害するー要因となっている.本病の発生に対しては古く

からコムギの他，イネ科牧草で詳しく調べられており，宿

主が激しい寒さにさらされることがその発生条件と考え

られている (6，7， 10， 12). そのため，北海道の中でも特

に積雪が少なく，冬の寒さが厳しい道東地域で主に発生

するー

本病はかつて北見農業試験場(以下，北見農試)で発

生する雪腐病の優占種であったが， 2000年以降本病の優

占する年次は少なくなっており，ほとんど発生が見られ

ない年次が頻出している(第 l図) その理由として，近

年の気象変動が考えられる.北海道内全体の長期的な気

温推移は，全体的な傾向として上昇傾向にある (14).ま

*北海道立総合研究機構農業研究本部北見農業試験場

た，初冬の積雪量増加などの影響を受け，道東地域の土

壌凍結深は著しく減少しており (2)，北見農試において

も同様の傾向が見られる(第2図).そのため，寒さが重

要となる本病の発生も不安定になっていると推測され

る しかし 2001.2002年および2009年播種の発生に見

られるように，本病が優占的に発生した場合，雪腐病全

体の発病度は高くなっており(第 1図)，依然として薬剤

防除や抵抗性品種の開発などの対策は必須で、ある.

本病の発生が少ない年次には，雪腐黒色小粒菌核病

( Typhula ishikariensis)などの他種雪腐病の発生が優占

する.そのため，本病に対する薬効試験や抵抗性品種の

検定試験などの実施にあたっては，少発生による試験不

成立のリスクを避けることと，混発する他種雪腐病の発

生を抑える必要がある.他種雪腐病の発生を抑え，本病

の単一発生を得るための手法として，天野・尾関(1)に

よって高うね処理が報告されている

これまで，北見農試において本病の試験を行う際には，

Kitami Agricultural Experiment Station， Hokkaido Research Organization， 52 Yayoi， Kunneppu-cho， Tokoro-gun， 

Hokkaido 099-1496， ]apan 
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材料および方法

本試験において試験年次はすべてコムギの播種年次で

示した.また，試験は北見農試のほ場(多湿黒ボク土，

pH5.6-5到で実施した各試験に共通する耕種概要等は

第 l表に示した.試験に供したコムギ品種は， 2009年は

「チホクコムギJ，2010， 2011年は「きたほなみ」を用い，

紅色雪腐病の防除のため，播種前にイミノクタジン三酢

酸塩液剤 25C5ml/種子 1kg)を粉衣処理した さらに雪

腐黒色小粒菌核病の防除として，根雪前にトルクロホス

メチル水和剤 1，000倍の茎葉散布を実施した

本試験で用いた高うねは ほ場の整地後， ロータリー

カjレチ(コパシハイパーカルチ V500)にジャガイモ用培

土器 (日農 早慣カマボコ培土器SKR-75)を装着して形

成したうね幅を 60cmに調整するため，培土器の補助翼

板は取り外したうねの形成後小型簡易播種機(向井

工業 種まきごんべえ (HS-120))を用いて， うねの頂上

にコムギを播種した.形成した高うねは第 3図のような

形状となった 比較に用いた平うねは，北見農試慣行の

平うね(うね幅 30cm)とし，簡易播種機を用いてコムギ

を播種した高うね，平うねともに，施肥は苦土入り粒

状複合肥料BB082(N10.0%， P18.0%， K12.0%， Mg5.0%) 

をほ場整地前に 10aあたり 40kg全層施肥した.

発生環境を確認するため 地表面温度を経時的に測定

したデータロガーとして温湿度記録計 (Tand D おん

どとり ]r.RTR52L)を用い， 1時間間隔で地表面温度を

測定した センサーは地表面からの浮き上がりを防止す

るため，被覆資材の固定に用いられる樹脂製の留め具で

地表面に固定した地温測定は 2010年， 2011年の 2カ年

実施した

本病の発生に影響する凍害の有無を調査した 葉の一

部が脱水されている個体を凍害有りとし凍害を受けた

個体の割合を調査した両処理とも連制なし 864mの試
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第 1図近年の北見農試場内における雪腐病の発生推移

a) 北見農試発生予察ほ場「チホクコムギJでの調査結果
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第2図土壊凍結深の推移(北見農試場内裸地ほ場)

a) 各年調査値に欠測値を含むため，直後5日間の平均値を
データとして用いた

上記高うね処理を活用してきたしかし，近年では混発

する他種雪腐病は トルクロホスメチル水和剤などの選択

性の高い薬剤によって抑えることが可能となったため，

高うね処理の必要性に疑問が生じたまた，高うね処理

では，広いう ね幅が必要となる上，うねの頂上にコムギ

種子を播種するため作業性も劣る.そこで¥本病の試験

を行う際に，高うね処理が現在の発生環境および試験環

境においても有効に機能しているかどうか確認するた

め，本試験において， トルクロホスメチル水和剤で雪腐

黒色小粒菌核病の発生を抑えた条件下で高う ね処理の有

効性を再検討した

一一一 1997-2001 

一一一 2002-20侃

1987 -1991 

一一一-1992 -1996 

4~ A !25cm • • 
形成した高うねの形状第3図
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試験区の面積と発病調査個体数第 2表

2010年

576rrf 

288rrf 

2∞9年

387rrf 

288ぱ

日
一
同
一
日
一
日

試験区の面積

3x25 

3x25 

3X50 

4x30 

発病調査個体数

(地点数×個体数)

根雪前30日間の地表面温度と凍害有無

2011年

高うね 平うね

1.75"c 2.l5"c 

2010年

高うね 平うね

1.08"c 1.55"c 

203時間316時間101時間154時間

12月1日12月7日

20.0% 

地
表
面

50.7% 

第 3表

播種年度

処理

平均温度

O"c未満

積算時間

根雪始

葉の一部に凍害

を受けた個体

2010年

きたほなみ

9月21日

5kg/10a 

lOkg/10a 

12月 7日

3月21日

3月22日

105日

106日

4月 6日

なし

耕種概要

2009年

チホクコムギ

9月18日

8kg/lOa 

12kg/10a 

12月12日

3月29日

3月30日

108日

109日

4月 6日

あり

日

自

室

種
一
種
一
種

品
一
播
一
播

第 1表

根雪始

(12月4日)

融雪期

(4月3日)

積雪期間

(122日)

発病調査

子のう胞子接種

a) 根雪始，融雪期，

b) 播種量，融雪期，

ね

子のう胞子接種は， うね 1mあたり1.0x 104個 1m!濃

度の胞子懸濁液を約 0.5m!噴霧接種した

すべての試験において，トルクロホスメチル水和剤

1.000倍により ，雪腐黒色小粒菌核病を防除した

積雪期間の括弧内は平年値
積雪期間の上段は高うね，下段は平う

孟孟尋喜一号ーね
・ー一平うね

50 20 30 40 

積雪後日数

10 

1.5 

2 

地
表
面
温
度
(
℃
)

一一言ヲh
一一一一一一一一一一一 ……山平うね

。

噌

E
A

1.5 

地
表
面
温
度
(
℃
)

験区中. 3地点を無作為に選定し，その近傍で連続5個

体 x5カ所を調査した調査は 2011年 11月24日に実施

し根雪始 は 7日後の 12月l日であった.

融雪後，うねの違いによる本病の発生状況を調査した

発病調査は 2009年.2010年の 2カ年実施した各年とも

に連制なしの試験区中，無作為に選定した調査地点にお

いて，個体ごとの発病指数を調査し，得られた指数から

発病度を算出して処理聞の発病を比較した.試験区の面

積および調査個体数は第 2表の通りである.発病指数は

北海道病害虫発生予察基準の発病指数 (0 健全. 1:葉

の半数枯死.2:全葉または茎の一部枯死，全葉および茎

の半数枯死.4:完全枯死)をさらに 0.2刻みに細分化し

て調査した 発病度は以下の式により算出した

発病度=発病指数の合計/調査個体数14x 100 

d) 

-2.5 

-3 
0 50 

積雪後の地表面温度推移(上:2010年，下:2011年)

した条件での調査となった.いずれの年次においても高

うね処理では平うねに比べて発病度が有意に高く，本病

の発生が多かった (p<O.Ol).特に 2010年は平うねでほと

んど本病が発生していない中で高うね処理の発病度が

82.1と著しく高かった
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積雪後日数

10 

第 4図

結果

根雪前 30日間の地表面温度推移と，凍害発生有無の結

果を第 3表に示した 2010年 2011年とも高うね処理で

は平うねに比べて平均地表面温度は約 0.4
0

C低く，氷点下

にさらされた積算時間は約1.5倍長くなった 2011年の

凍害調査においては，平うねに比べて高うね処理は明ら

かに凍害を受けた個体が多くなっていた.積雪後の地表

面温度は，平うねでは比較的速やかに ot付近に収束す

るのに対し，高うねでは徐々に Ooc付近に収束するもの

の，長期間一 l
O

C付近で上下しながら推移した(第 4図)• 

発病調査の結果を第 5図に示した すべての試験で他

種雪腐病の混発はほとんど無く ，本病がほぼ単一に発生



82.l 
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第5図 うねの遠いによる雪腐大粒菌核病の発病

a) 各年の高うね処理の発病度は平うね処理に比べ有意差有
り (t検定. pく0.01)

b) 2009年の供試品種は「チホクコムギJ.2010年は「きた
ほなみ」

考 察

発病比較の結果，高うね処理条件下で本病の発生量は

著しく増加した.特に平うねでは本病がほとんど発生し

ていない 2010年においても試験の遂行に十分な発病が

得られ，無発生による試験不成立のリスクを回避したこ

のことから，本病の単一発生を得るという目的は，選択

性の高い薬剤を処理することで代替可能となっている

が，特に近年の不安定な発生環境下においては，本病の

発生を確実に得られる試験処理として高うね処理が有効

に機能していると考えられた.しかし年次によって発

病度は大きく異なっており，本処理のみで発生量を調整

することは困難であった.天野・尾関 (1) も考察してい

るとおり ，抵抗性品種の選抜など，一定レベルの安定し

た発病を要求される試験においては，さらなる手法の開

発が必要と考えられる.

うねの形状によって雪腐病の発生状況が異なること

は，コムギまたはイネ科牧草において以前から指摘され

てきた (5.8. 12) 高うねによる雪腐大粒菌核病の増加

や温度差異の発生は松本(8)によって指摘されていたが，

今回の試験においても高うね処理による地表面温度の低

下が確認された

根雪前の地表面温度の推移から，高うね処理は平うね

に比べてより低温で推移することが明らかとなり，さら

に.2011年の凍害調査結果から，高うね処理で得られる

低温は，コムギの葉に凍害を誘発するほどの，激しい低

温と考えられたこのことから 高うね処理による本病

の発生誘発の機作の一つは 誘因である宿主の凍害発生

増加であると推測される.

また，積雪後の地表面温度が氷点下で推移したことも

本病の発生が誘発された一因と考えられる.本病を引き

起こす M borealis は，凍結した基質からも栄養を得て生

育する点で，混発する他種雪腐病菌と大きく特徴が異な

ることが明らかとなっており (3.4. 12).地表面付近が

氷点下で推移する高うね処理条件下ではより発病が進み

やすいと推測出来る.

これらのことから，高うね処理による本病の発生誘発

機作には，宿主の凍害発生と，病原菌の生育に好適な温

度の維持による.2つの誘因の増加があると考えられる.

特に，本病の発生が不安定となっている近年においては，

確実に低温条件を得られることによって，高うね処理が

有効に機能していると考えられる

高うね処理による本病の発生誘発機作は，今回明らか

となった他にもあると考えられている富山 (13)は雪下

のコムギ葉周辺が極度に乾燥すると本病が多発すると述

べており ，寺見・川上 (11).波川ら (9)や Hoshinoet a1.. 

(4)は本菌が好乾的であることを明らかにしている.高う

ね処理に関しては，天野・尾関 (1)は，積雪下で乾燥する

ことが要点と述べているしかし，うねの形態による積雪

下の乾湿の違いは記述されておらず，本試験においても

調査しなかった 高うね処理による積雪下の乾燥と発病

の関係については，今後さらなる検討が望まれる.
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