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北日本病虫研報 63 : 17-21 (2012) 

Ann. Rept. Plant Prot. North Japan 

イネの穂いもち発病程度の簡易調査法の検討

山田真孝*・鈴木洋平*.岡崎一博*・小泉信三件

A Simple Method of Estimating Severity of Rice Panicle Blast 

Masataka Y AMADAキ YoheiSUZUKI*. Kazuhiro OKAZAKI* and Shinzo KOIZUMI** 

発生予祭事業におけるイネの穂いもち被害調査を簡便で効率的に実施できるよう，達観による簡易な穂

いもち調査法を検討した浅賀 (1981)に準じて設定した階級値に基づき. 1ぱ単位または株単位で被害

籾割合を求める達観調査法は，調査結果と収量の聞に負の強い相闘が認められた.また，達観調査法は現

行調査法と比較して調査者による調査結果のばらつきが懸念されるが，事前に地域の主要品種の生育情報

を把握することにより，現行調査法と比較してやや信頼性は低かったが，各調査者の調査結果の聞に強い

相闘が認められた本調査法は簡便で調査時間も大幅に短縮できるため，病害虫防除所等の巡回調査にお

いて，穂いもちの地域的な発生状況を迅速に把握するために有効で、あると考えられた.

Key words: disease assessment， rice panicle blast， visual assessment 

発生予察事業を担う病害虫防除所等では，組織改編に

伴う人員や予算等が削減され，省力的な調査手法により

効率的に圃場調査を行うことが求められている.発生予

察で用いられているイネ穏いもちの現行調査法 (4)は，

株ごとに一定程度以上発病している穂の数を調査する必

要があるため多くの労力を要し，短期間に多くの圃場の

発生程度を把握するのは困難である.このため，地域の

穂いもちの発生状況を迅速に把握する必要がある場合，

便宜的に浅賀の調査基準による単位面積当たりの達観調

査が行われることがあったが (5)，その精度検証につい

てはほとんと守行われていなかった.本試験ではイネ穂い

もち調査の簡易化を図るために，浅賀 (1981)に準じて

設定した階級値に従って，株単位または単位面積で穂い

もちの発生程度を達観調査する方法の有効性について検

討を行ったので報告する.

なお，本研究は農林水産省の平成 22・23年度発生予察

の手法検討委託事業「発生予察調査実施基準の既存改良

事業」により実施した.

材料および方法

1 .耕種概要

試験は 2010年と 2011年に行った 2010年は南相馬郡

飯舘村飯樋地区現地農家圃場 (30a圃場 l筆)で試験を

*福島県農業総合センター

第1表穏いもち達観調査基準

階級値 o 1 3 5 7 9 10 

被害籾割合(% ) 0 5 10 25 50 75 100 

階級値および被害籾割合は浅賀 (1981)の本田における穂い
もち調査基準に準じて設定した.

第2表調査前の確認事項

l ほ場での l 株当たりの穂数は 20~25 本です.

2 各株に穂首いもちが l 本ずつあると 4~5%の減収になり
ます

3 iひとめぼれ」の場合， 1穂当たりの籾数は 70粒程度で
す.

各穏に平均して 7粒ずつ被害籾があれば被害籾割合は 10
%です

4 1地点の調査範囲は 1rrl (約 25株、条当たり 5株 x5条)
で，第 l表の調査基準に従って行います.

5 調査地点全体の被害籾割合が5%程度と思った場合は 1
とししてください.

6 調査基準の階級値は，発病程度に応じ、問の数値で評価
してもかまいません 例えば被害籾割合が 5%より多く
て 10%よりも少ないと思った場合は i2Jとしてくださ
し、

福島県郡山市， 1 rrl達観調査法の場合

Fukushima Agricultural Technology Centre， Takakura， Hiwadamachi， Koriyama， Fukushima， 963-0531 Japan 

**農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター
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調査法の調査結果の聞には正の強い相関が認められた

(第 l図，スピアマンの順位相関係数 0.986. n=6. 

p=0.0275) . 2010年.2011年とも現行調査法の発病穂割合

と1m'達観調査法の被害籾割合の聞には. 2010年. 2011 

年のスピアマンの順位相関係数でそれぞ、れ0.986(n=6 . 

• 

80 20 40 60 

1rrl達観調査法(被害籾割合%)

y = 1.0448x + 1.4022 ; R2 = 0.992 
pく0001

第 1図達観調査法の比較(福島農総セ， 2010年)

株達観調査法:浅賀 (1981)に準じて設定した階級値に従い，
l地点当たり 25株を株ごとに被害籾割合を調査した lぱ達
観調査法.浅賀 (1981)に準じて設定した階級値に従い， 1 
地点当たり約 lぱの範囲の株の被害籾割合を算出した.

• y = 0.9673x -6.2162 ; R2= 0.8413 

p=0.100 

70 

• 

60 

現行調査法と 1rrl達観調査法の穂いもち調査結果の関

係(福島農総セ， 2010年)

1 rrl達観調査法:浅賀(1981)に準じて設定した階級値に従
い， 1地点当たり約 lぱの範囲の株の被害籾割合を算出した.
現行調査法:穂首にd寵病した穂、および 1/5以上の校梗が擢病
している穂数を調査し発病穂割合を算出した

第2図

行った.品種は「あきたこまち」を用い，移植は 5月22

日，出穏期8月1日，施肥その他は農家d慣行に従ったい

もち病に対する本田での薬剤防除は行わなかった.発病

調査は， 9月2日に同一圃場内で穂いもちの発生程度が

異なる 6地点を選び，下記の調査法で調査者 l名，筆記者

l名の 2名 l組で穂いもちの発生調査を行ったまた，各

調査法の調査時間の差をみるため， 1地点ごとに各調査

法の調査始めから調査終わりまでの所要時間を計測した

2011年は福島県郡山市の福島県農業総合センター内

圃場で、試験を行った (7a，1筆)品種は「コシヒカリ」を

用い，移植は 5月16日，出穂期8月16日，施肥その他

は農業総合センター慣行で行ったいもち病に対する本

田での薬剤防除は行わなかった発病調査は，現役・元

病害虫防除所職員等病害調査経験者9名が行った. 9月

8日に同一圃場内で穂いもちの発生程度が異なる 6地点

を選ぴ，下記の調査法で穂いもちの発生調査を行った調

査者による調査時間の差をみるため，各調査法の調査始

めから調査終わりまでの所要時間を計測し調査者ごと

にl地点当たりの平均調査時間を算出した.現行調査法

の調査時間には穂数調査時間は含めなかった

収量調査は， 2010年は 10月10日に l地点当たり 30

株(発病調査を行った 25株を含む)， 2011年は 10月22

日に l地点当たり 25株(調査株と同一株)を刈り取った

風乾後，脱穀調製し玄米を簡目1.8mmで簡をかけた.

2 穂いもち調査方法

lぱ達観調査法;1地点当たり約 1m'範囲 (5条 x5株

程度)の株を浅賀 (1981)に準じて設定した階級値(第

l表)に従い，被害籾割合を算出した.2011年は表2に

示すように事前に，調査品種のその地域での平均的な l

株当たりの穂数， 1穂当たりの粒数，調査法についての

説明を行った株達観調査法 1地点当たり 25株を浅賀

(1981)に準じて設定した階級値(第 1表)に従い，株ご

とに被害籾割合を調査した 現行調査法:1地点当たり

25株を，穂、首に橿病した穂および 1/5以上の校梗が擢病

している穂数を調査し，発病穂割合を算出したあわせ

て l地点当たり 5株の穂、数調査を行ったなお，現行調

査法の調査結果が株達観調査法.1m'達観調査法に影響す

るのを避けるため， 2010年は l地点ごと 1m'達観調査法，

株達観調査法，現行調査法の順で調査を行い， 2011年は

1m'達観調査法，現行調査法の}II買に，調査法ごとにすべて

の調査地点を調査してから別の調査法を実施したすべ

ての調査は調査者 1名，筆記者 l名の 2名 1組で行った.

なお，調査株は 2010年， 2011年とも株達観調査法，現行

調査法は同一株 (5条x5株)を， 1m'達観調査法もほぼ

同じ範囲の株の調査を行った.
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1 .各調査法の結果の比較

2010年は調査圃場において，株達観調査法と 1m'達観

果
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4. 調査時間

1区当たりの調査時聞は，現行法の調査時間を 100と

すると，株達観法は 40，1ぱ達観法の調査時聞は， 14あ

った(第4表). 

考察

1.浅賀 (1981)に準じて設定した階級値による達観調

査の有効性

浅賀の調査基準は穂いもちに対する圃場抵抗性検定の

ために開発された基準である(1 )小泉らは，穂いもち

常発地において，この基準を用いた株ごとの達観調査を

行い，被害籾割合と減収割合がほぼ一致し，株達観調査

法が減収割合を推定するのに有効で、あると報告している

(2) .今回は株達観調査に加え単位面積当たりのイネ

の穂いもち被害程度を達観調査する方法についても検討

した.株単位または単位面積で穂いもちの発生程度を達

観で調査を行う方法の有効性について検討を行ったそ

の結果，株達観調査法と 1ぱ達観調査法の調査結果は，ほ

ぼ一致した(第 1図にまた，現行調査法と株達観調査法お

よび1ぱ達観調査法の調査結果の聞にも強い相関が認め

られ，その関係は回帰直線で示すことができた(第2図，

第3図).収量と 1m達観調査法の被害籾割合の聞にも負

の強い相関が認められ，穂、いもちの発生程度を把握する

のに有効な手法であることが示唆された(第4図，第5

図).しかし少発生条件では，多発条件と比較して，収

p=0.0275)， 1.00 (n=6， p=0.048)で正の強い相闘が認め

られ，その関係は一次回帰直線で示すことができたが，穂

いもちの発生が多い地点では調査結果のずれが大きくな

る傾向があった(第2図，第3図). 

2.穂いもち発病程度と収量の関係

多発条件であった 2010年は lぱ達観調査法の被害籾

割合と収量との聞には負の強い相闘が見られた(第4図，

スピアマンの順位相関係数一0.957，n=6， p=0.0323) 現

行調査法の発病穂割合と収量を比較すると，発病穂割合

と収量には負の強い相闘が見られるが，減収程度が高い

地点では lぱ達観調査法に比べて，収量と発病程度のず

れが大きくなる傾向があった(第4図，スピアマンの順

位相関係数一0.943，n=6， p=0.0350).少発生条件であっ

た2011年は， 1ぱ達観調査法，現行調査法の調査結果と

収量の聞には相闘が認められたが. 2010年と比較して，

相闘が弱くなる傾向が認められた(第5図，両調査法と

もにスピアマンの順位相関係数一0.886，n=6， p=0.0476). 

3. 調査者聞の調査結果のばらつき

9名の調査者に 1m達観調査と現行調査を行ってもら

い，調査者ごとの調査結果を比較したところ，各調査者

が行った調査結果のスビアマンの順位相関係数は， 1m達

観調査法，現行調査法それぞれで 0.84~1.00， 0.89~ 1.00 

であった両調査法とも 個人の調査結果の聞に強い相

闘が認められ，現行調査法の方がやや強い結果となった

(マン・ホイットニ-u検定 5%水準で有意) (第3表)
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穂、いもち発病程度と収量の比較(福島農総セ.2010 

年)

各調査法の発病程度は以下のようにして求めた 1 rri達観調
査法浅賀 (1981)に準じて設定した階級値に従い， 1地点
当たり約 1rriの範囲の株の被害籾割合を算出した現行調査
法:穂首に催病した穏および1/5以上の枝梗が擢病している
穂数を調査し，発病穏割合を算出した 収量は脱穀調整し玄
米を節目1.8mmで調整した収量 (y) と発病程度 (x)の
回帰直線は 1凶達観調査法，現行調査法それぞれ y=一
7.l75x+601.58 (R2=0.9388， p=0.0014)， y=一5.8056x+626.27
(R2=0.7802， p=O.l96) 

第4図• 。。 10 

現行調査法と lぱ達観調査法の穂、いもち調査結果の関

係(福島農総セ， 2011年)

1 rri達観調査法.浅賀 (1981)に準じて設定した階級値に従
い， 1地点当たり約 lぱの範囲の株の被害籾割合を算出した
現行調査法.穂首に擢病した穏および 1/5以上の枝梗が擢病
している穂数を調査し，発病穂、割合を算出した
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量と相関が弱くなった(第5図).この理由として，少発

生条件下は穂いもちによる減収への影響より，圃場内で

の収量のばらつきが大きかったためだと考えられた.

1m'達観調査は，現行調査法に比べ，調査結果の信頼性

(reliability)が劣ることが懸念される.信頼性には l人の

調査者が同じサンプルを複数回調査したときに同じ結果

が得られるかという信頼性(intra-raterreliability)と異

なる調査者が同じサンプルを調査して同じ結果を得られ

るかという信頼性(inter-raterreliability)の 2つがある

(3) .今回の報告では，達観調査の inter-raterreliability 

を高めるため，事前に地域の主要品種の生育情報を把握

し， 1m'達観調査を行ったその結果， 1ぱ達観調査法の

調査結果は，現行調査法と比較してやや信頼性は低かっ

たが，両調査法とも，個人の調査結果の聞に強い相闘が

認められた(第3表). 

1m'達観法および株達観法は，現行調査法と比較して，

調査時間の大幅な短縮が図られた(第4表).2011年の調

査結果から， 1m'達観調査法は現行調査法に比べて，調査

者間の調査時間のばらつきが小さいことが示唆された

(第4表)• 

以上のことから，株達観調査法および lぱ達観調査法

は収量との相関も高く，大幅な調査時間の短縮が図れる

ことから，地域の穂、いもちの発生状況を迅速に把握する

有効な手法であると考えられた.

2. 達観調査の方法

穂いもち達観調査法の手順をまとめると以下のように
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第5図穂いもち発病程度と収量の比較(福島農総セ， 2011 

年)

各調査法の発病程度は以下のようにして求めた 1 rri達観調

査法:浅賀 (1981)に準じて設定した階級値に従い， 1地点当

たり約 1rriの範囲の株の被害籾割合を算出した 現行調査法

:穂首に擢病した穂および 115以上の枝梗が擢病している穂

数を調査し発病穂割合を算出した.収量は脱穀調整し玄米

を節目1.8mmで調整した収量 (y) と発病程度 (x)の回

帰式は 1rri達観調査法 y=一23.38x+582.87(R2=0.5025， 

p=0.1148)，現行調査法 y=-23.l8x+587.33 (R2=0.6774， 

p=0.0442). 

なる.なお，調査株数， 1圃場での調査地点数については，

現行の穂いもち調査基準 (4) を参考に暫定的に定めた

が，この点については今後検討が必要で、ある.

調査時期は気象条件によって異なるが，穂が黄化して

穂いもちの発病程度が識別しにくくなる直前(穂ぞろい

第3表調査法による Inter-raterreliabilityの比較(福島農総

セ， 2011年)

比較 (X/Y) lぱ達観調査法 現行調査法

調査者 11調査者2 0.94 ** 0.94 ** 

調査者 11調査者3 0.99 ** 0.94 ** 

調査者 11調査者4 0.92 *ネ 1.00*** 

調査者 11調査者5 0.85 ** 1.00*** 

調査者 11調査者6 0.94 ** 0.94 ** 

調査者 11調査者7 0.92 ** 0.94 ** 

調査者 11調査者8 0.94 ** 0.94 ** 

調査者 11調査者9 0.89 ** 1.00*** 

調査者21調査者3 0.91 ** 1.00*** 

調査者21調査者4 0.94 ** 0.94 ** 

調査者21調査者5 0.91 ** 0.94 ** 

調査者21調査者6 0.95 ** 1.00 *** 

調査者21調査者7 0.94 ** 0.89** 

調査者21調査者8 0.95 ** 0.89** 

調査者21調査者9 0.95 ** 0.94キ*

調査者31調査者4 0.94 ** 0.94 ** 

調査者31調査者5 0.86 ** 0.94 ** 

調査者31調査者6 0.91 ** 1.00*** 

調査者31調査者7 0.94 ** 1.00*** 

調査者31調査者8 0.95 ** 0.89** 

調査者31調査者9 0.91キ* 0.94 ** 

調査者41調査者5 0.84 ** 1.00*** 

調査者41調査者6 0.89 ** 0.94 ** 

調査者41調査者7 1.00 ** 0.94 ** 

調査者41調査者8 0.94 ** 0.94 ** 

調査者41調査者9 0.98 ** 1.00 *** 

調査者51調査者6 0.91 ** 0.94 ** 

調査者51調査者7 0.84 ** 0.94 ** 

調査者51調査者8 0.95 ** 0.94 ** 

調査者51調査者9 0.91 ** 1.00*ネ*

調査者61調査者7 0.89 ** 1.00 *** 

調査者61調査者8 0.91 ** 0.89** 

調査者61調査者9 0.90 ** 0.94 ** 

調査者71調査者8 0.94 ** 0.89** 

調査者71調査者9 0.98 ** 0.94 ** 

調査者81調査者9 0.95 ** 0.94** 

数値は各調査法によって得られた結果のスピアマンの順位相

関係数.*， **， ***はそれぞれ0.1%，1 %， 5%水準で有意で

あることを示す.
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第 4表 l地点当たり調査時間

年次 調査方法

2010 1 rri達観調査法

株達観調査法

調査時間

(秒/区)

289:i: 77 

対現行比

40 

現行調査法 723:i:456 100 

2011 1 rri達観調査法 43:i: 12 14 

現行調査法 302:i:104 100 

1地点当たりの調査時間の平均値±標準偏差 2010年は l
名が各調査法を 6地点で行った l地点当たりの平均調査時
間を算出した 1rri達観調査法の調査時間は測定していなしミ.
2011年は 9名の調査者ごとに各調査法の所要調査時間を調
査し，各調査法の平均調査時間を算出した

20~30 日後)に行う.選定した圃場において各 25 株を系

統抽出し，第 l表の穂いもち調査基準に従い，株ごとに

発病程度を階級値で調査をする(株達観調査).得られた

株ごとの階級値から平均値を算出しこれを調査基準に

基づき被害籾割合に比例換算する または，直接株ごと

の被害籾割合を調査しでもよい.

多数の圃場を調査する場合は，圃場から任意に選んだ

数箇所で， 1箇所当たり約 1m'の範囲 (5条 x5株程度)を

第1表の基準で達観調査し，被害籾割合を算出しでもよ

い(lぱ達観調査)

1m'達観調査法は，現行調査法，株達観調査法に比べ，

微発生の場合精度が落ちる場合がある このため，調査

の目的に応じて調査手法を決定することが重要である.

株達観調査及び 1m'達観調査を行う場合，第2表に示

すような地域のイネの生育情報 (1株当たり穂数， 1穂籾

数等)を事前に確認することが調査精度を高めるのに重

要である
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