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北日本病虫研報 67: 48-52 (2016) 

Ann. Rept. Plant Prat. North Japan 

宮城県の水稲の省力的移植栽培における葉いもちの発生と
育苗箱処理剤の防除効果

鈴木智貴 1,2.* .相花絵里 1,3・大江高穂 1.大槻恵太 1.4 .加進丈二 1

Occurrence of Rice Blast on Labor-saving Transplanting Cultivation and 

Effects of Box Nursery Application 

Tomotaka SUZUKI1・2・* Eri AIHANA i.3 Takaho OE1 Keita OTSUKI1・4 and 

J吋iKASHIN1 

水稲の省力的移植栽培のうち，稚苗疎植あるいは乳苗疎植のいもち病の発生様相と育苗箱処理剤の防除

効果を検討した．稚苗疎植栽培では疎植により面積あたり葉いもち病斑数に違いは認められなかったが，

発生が広範に拡大する傾向が認められた乳苗疎植栽培では，発生初期は稚苗慣行栽培よりも葉いもちは

少なく，発生盛期では逆に多くなった．その理由として，面積あたりの茎数とイネ体の窒素含有量の違い

が影響していると考えられた．これらの省力的移植栽培において育苗箱処理剤を施用することにより，出

穂前まで葉いもちの発生を抑制できることを明らかにした

Key words: planting density, nursling seedling, box nursery application, leaf blast 

水稲の直播栽培や疎植栽培（4），乳苗移植栽培（7)

は育苗の省略や育苗箱数の削減，作業の分散化ができる

省力化技術である．また宮城県では，疎植栽培と乳苗の

移植を組み合わせた乳苗疎植栽培（3）を検討し，さら

なる省力化を目指している．これらの技術の導入によ

り，直播栽培では病害虫防除の省略，移植栽培では育苗

箱数の削減による育苗箱処理剤の本田投入量が減少する

ことが考えられ，慣行の移植栽培とは異なる病害虫の発

生や防除薬剤の効果変動が懸念される ここでは，省力

化技術としての疎植栽培，乳苗疎植栽培における葉いも

ちの発生様相と，育苗箱処理剤の防除効果についてこれ

までの結果（9,10）をまとめたので報告する．

なお，本成果は農林水産省委託プロジェクト研究「食

料生産地域再生のための先端技術展開事業Jにおいて得

られたものである．

1）宮城県古川農業試験場

材料および方法

1.稚苗疎植栽培試験の耕種概要

試験は 2012年に品種「ひとめぼれJを供試して行っ

た．宮城県古川農業試験場内（以下，場内）の 10a ほ

場において，株間30cm 条間 15cmの慣行栽植密度

(22.2株／m2）に対し，株間 30cm，条問 30cmを疎植

栽植密度（ll.1株／m2）とした移植苗は宮城県で一般

に使われる稚苗（乾籾160g／箱）を用い，以下慣行栽

植密度の移植栽培を慣行栽培疎植栽植密度の移植栽培

を稚苗疎植栽培と表記した．肥料は基肥として窒素5

kg/10 a，幼穂形成期と減数分裂期に各1kg/10 aを栽植

密度に関わらず施用した育苗箱処理剤の処理区はクロ

ラントラニリプロール・プロベナゾーjレ粒剤（商品名：

ファーストオリゼフェルテラ粒剤，プロベナゾール

20.0%）を 4月6日に育苗箱あたり 50g床土混和し， 5

月1日に移植した．区あたり 54m2とし， 3連制とし，

稚苗疎植栽培に使用した育苗箱数は 10a換算で約 12枚
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であった

2. 乳苗疎植栽培試験の耕種概要

試験は 2013年に品種「ひとめぼれ」を供試して行っ

た．場内 10aほ場において，株間 30cm，条間 15cm 

の慣行栽植密度（22.2株／mZ）に対し，株間 30cm，条

問30cmを疎植栽植密度（ll.l株／mZ）とした移植苗

は星ら（2）に従い育成した乳苗（乾籾220g／箱）を用

い，以下，乳苗疎植栽培と表記した肥料および区制は

稚苗疎植栽培試験と同様である．育苗箱処理剤の処理区

はクロラントラニリプロール・プロベナゾール粒剤（商

品名： Dr.オリゼフェ Jレテラ粒剤，プロベナゾール

24.0%）を移植当日に育苗箱あたり 50g施用し， 5月22

日に移植した乳首疎植栽培に使用した育苗箱数は 10

a換算で約 12枚であった

3. 生育調査と葉いもち調査

慣行栽培，稚苗疎植栽培，乳苗疎植栽培ともに，生育

調査は 6月中旬から草丈，茎数， 7月上旬から葉色値

（コニカミノルタ製SPAD-502）も加えて約 7日間隔で

出穂直前まで調査した

葉いもちは，宮城県内で採集したいもち病菌（レース

037）を接種した「ひとめぼれ」の催病苗ブロックを 6

月20日前後に各処理区に lつ設置し発病を促した 7 

月第3半句の発生初期と 7月第6半旬（2012）あるいは

8月第 l半旬（2013）の発生盛期に，稚百疎植栽培は約

150株，乳苗疎植栽培は約 llO株，慣行栽培は 2012年

が約 190株， 2013年が約 150株の総病斑数を計数し， l

mZあたりの病斑数に換算した．

結果

1 .稚苗疎植栽培における葉いもちの発生様相と育苗箱

処理剤の防除効果

生育調査の結果を第 l表に示す．稚苗疎植栽培では，

面積あたりの茎数は慣行栽培よりも少なかった葉色は

慣行栽培よりも高く推移した

育苗箱処理剤を処理していない区の葉いもちの lm2

あたりの病斑数は発生初期，発生盛期ともに栽植密度の

影響は受けなかった（第 1図）．一方で，伝染勾配を比

較したところ，発生盛期には稚苗疎植栽培が慣行栽培と

比較して伝染源からより遠くまで株あたり病斑数が多く

なる傾向が認められた（第2図）

育百箱処理剤の処理区は，栽植密度の影響を受けず，

病斑数は少なかった（第 1図）．

2. 乳苗疎植栽培における葉いもちの発生様相と育苗箱

処理剤の防除効果

生育調査の結果を第2表に示す．乳苗疎植栽培では，

茎数の推移は慣行栽培と比較してはじめ緩慢で6月下旬

から増加が著しく，最高分げつ期以降の減少は大きくな

かった葉色の推移はほぼ同じであるが，慣行栽培と比

較して常に高く，出穂、前まで葉色値40付近まで維持さ

れた．

育苗箱処理剤を処理していない区の葉いもちの lm2

あたり病斑数は，発生初期では慣行栽培と比較して少な

く，発生盛期では多くなった（第3図）．

栽植密度の違いによる生育調査時の茎数と発生初期の

mZあたり葉いもち病斑数を比較したところ，箱処理剤

第1表稚苗疎植栽培の茎数と葉色の推移（2012)

試験区 箱処理剤
6月19日 6月29日 7月5日 7月13日 7月19日

茎数 茎数 茎数 葉色 茎数 葉色 茎数 葉色

有り 263 387 488 42.4 492 40.1 467 38.8 
疎植

無し 250 379 475 42.7 471 40.8 454 40.2 

有り 540 688 803 41.5 725 38.2 659 36.6 
慣行

無し 534 625 717 40.5 667 37.9 622 35.9 

1) 数値は3反復の平均値
2) 茎数はm2あたりの換算値．
3) 葉色は最上位完全展開業の下の葉身を調査．

第2表乳苗疎植栽培の茎数と葉色の推移（2013)

試験区 箱処理剤
6月19日 6月26日 7月4日 7月10日 7月17日 7月24日

茎数 茎数 茎数 茎数 葉色 茎数 葉色 茎数 葉色

有り 157 228 406 418 42.5 419 43.0 436 40.9 
乳苗疎植

無し 174 292 479 484 42.3 480 42.8 446 39.8 

有り 423 638 894 785 40.2 753 40.5 707 38.0 
慣行

無し 366 593 788 743 39.1 727 39.7 648 36.9 

1) 注釈は第1表と同様．
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第 1図 稚苗疎植栽培の葉いもちの発生と育苗箱処理斉ljの防除効果 （2012)

パーは標準誤差を示す 異なる符号は 596水準で有意に異なる（Tukey法）
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第2図 稚苗疎植栽培の葉いもち伝染勾配

調査をした 7月は東風が多かったため，伝染源から西方向の
調査データを示したパーは標準誤差を示す。

の有無と関係なく 6月26日調査の茎数と mZあたり葉

いもち病斑数の問で正の相闘が認められるが，箱処理剤

の処理区は茎数が多くても病斑数は低く抑えた （第4

図）

育苗箱処理剤を処理した区は 栽植密度の影響を受け

ず，病斑数は少なかった（第3図） しかし，乳苗疎植

栽培の反復のひとつは発病株率，株あたり病斑数が多

く，防除効果の明らかな低下がみられた （第5図）

考察

イネの栽植密度といもち病の関係は一般に疎植よりも

密植栽培の方が群落内の風通しが悪くなり，結露時間が

保たれていもち病の感染に好適な条件となるため，被害

が大きくなりやすいといわれている （8).一方山田 ら

(11）は，疎植栽培では 7月上中句まではいもち病の発

生が抑制方向に働くが， 7月中旬以降は上位葉で急激に

発生する場合があることを指摘しており，その理由とし

ては茎数の増加にともなう風通しの悪化と，葉色が濃く

推移すること，すなわちイネ体中の窒素濃度が高く推移

することで、感受性が高い状態が維持されるためとしてい

る．著者らの結果では，稚苗疎植栽培では発生初期，発

生盛期ともに慣行栽培との差は見られなかったが，慣行

栽培よりも病斑数が多い株が広範に広がる可能性が示さ

れた 一方，乳苗疎植栽培では慣行栽培と比較して発生

初期は少なく発生盛期は多くなり，山田ら （11）の結果

と同じであった稚苗疎植栽培を行った2012年は葉い

もちの発生には不適な気象条件であり，少発生条件下で

あったことから栽植密度の違いがいもち病の発生に現れ

なかったものと考えられるが葉色が濃く推移する状態
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第3図 乳首疎栂栽培の業いもちの発生と育苗箱処理剤の防除効果（2013)

パーは標準誤差を示す異なる符号は 596水準で有意に異なる （Tukey法）

乳苗疎植栽培の生育推移はやjl回ら （3）とほぼ一致し，

葉いもちの発生に関与していると考えられた すなわ

ち，慣行栽培と比較すると乳苗疎植栽培は，葉いもちの

発生初期には茎数が少ないことで風通しが良くなり結露

が乾きやすいため発生は少なくなるが，発生盛期は逆に

茎数が増加し結露が乾きにくい状態になるのに加え， 葉

色が濃いことが多発を招いていると考えられた また，

稚苗疎植栽培，乳苗疎植栽培に共通するが，イネ株の草

姿が慣行栽培よりも開き， 業身が田面に対して平行に近

い角度で抽出し， 降雨後の雨滴が業身上に留まりやすい

と感じられた このようなイネ株の草姿も稚苗疎植ある

いは乳苗疎植栽培の葉いもち発生リスクを高めているか

もしれない

上述のような稚苗疎植栽培や乳苗疎植栽培の葉いもち

発生リスクは，育苗箱処理斉iJを用いる こと によって少発

生条件下では十分な防除効果が得られ，本田投入量の減

少による影響は認められなかった 今回用いたプロベナ

ゾール剤は抵抗性誘導斉ljのlつであり， イネ体の大きさ

や栄養状態によ って効果が変動すると考えられるが，疎

植や乳苗疎植栽培のように慣行栽培よりもイネ株が大き

くなる栽培方法でも十分な防除効果が得られた ただ

し 多発する ような気象条件下では乳苗疎植栽培での結

果のように出穂前まで効果が持続せず，葉いもちが多発

する場合もある ことから 茎葉散布等により適時防除が

必要になる． また， プロベナゾール粒剤は，育苗箱へ

．，箱処理剤無処理！区
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7月 11日の m2あたり病斑数と 6月 26日のm2当た

り茎数との関係

相関係数はピアソンの積率相関係数
初発病斑の感染時期にあたる

は山田ら (11) と一致しているため，潜在的な リスクは

高い と考えられた 乳苗疎植栽培を行った 2013年は 7

月の降雨が多く，葉いもちの発生に好適な条件が続いた

ため多発条件下であった なお穂いもちについては，慣

行栽培の出穂期が8月上旬，稚苗疎植と乳苗疎植栽培が

その3～ 5に出穂、期とな り？出穂、後も好天が続き発生に

差は認められなかった
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グラフは箱ひげ図であり，上下のひげは全データのよ側あるいは下側 25%を含む 箱は中間 50%のデータを含み，中央線は全データ
の中央値を示す Steel-Dwass検定の結果，発生初期は区間に有意差なし，発生盛期は＊＊＊を示した区で他区と有意に異なることを
示す（Pく0.001).
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の処理量を半量にすると，疎植栽培では効果が低下する

(1）ことが報告されており ，l箱あたりの処理量は規定

量を守る必要がある

疎植栽培や乳苗疎植栽培の収量は慣行栽培と比較して

同等程度となる報告があるが （3.5, 6），著者らの試験で

はl割程度減収している．このため，元肥など肥培管理

により慣行栽培と同等の収量を得る試験が行われている

が，肥料を増やすことはいもち病に対する感受性をより

高めてしまうことになるため これらの栽培におけるい

もち病防除がより重要になると考えられる
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