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ピーマン炭疸病の発生程度に影響を与える要因の解析

大竹裕 規I,*・柳内柚香2

Analysis of Factors Affecting Incidence of Sweet Pepper Anthracnose 

Hironori OHTAK.£1, * and Yuka YANAI2 

2014年に福島県田村市及び三春町のピーマン生産者31戸を対象に，圃場毎のピーマン炭疸病の発生状

況と耕種概要を調査し，数量化I類によりピーマン炭疸病の発生程度に影響を与える要因について解析し

た．その結果，影響が大きかった要因は，前年の発生状況，薬剤散布間隔，罹病果実の除去，及び資材消

毒であった．この結果に基づき 2015年に三春町の生産者10戸を対象として薬剤散布間隔の短縮，罹病果

実の除去，資材消毒の3対策を実施する介入試験を実施したその結果，発病株率は，非介入群 (5戸）

が平均25.0%に対して介入群 (5戸）は 1.8%と顕著な対策効果が認められた．

Key words: anthracnose, quantification method I, retrospective cohort study, sweet pepper 

ピーマン炭疸病は果実に発生する重要病害であり，福

島県では2000年代から発生が目立つようになっている．

本病は，前年の被害残流が第一次伝染源となり，罹病果

実等で形成された分生子が雨滴の飛沫とともに二次伝染

を引き起こすため (1),露地栽培の作型が多い本県では，

梅雨時期以降に発生が多くなる．一方，本病の発生程度

は，同一地域においても圃場間差が大きいため，気象条

件以外にも，前年の発生状況や栽培管理の違いが関与し

ている可能性がある．

そこで筆者らは本病の発生程度の圃場間差に影響する

要因を明らかにするため，これまでに水稲や果樹の病害

研究で利用されてきた，疫学的な検証手法 (2,3, 4)の

うち，後ろ向きコホート研究の研究デザインで，数量化

I類による解析を行った．この解析によって得られたリ

スク要因については，現地圃場における介入試験によっ

て検証した．

なお，本病はColletotrichumcapsiciやColletotrichum

nigrumなどによって引き起こされることが既に報告さ

れているが (5). 本研究では詳細な同定を実施してい

ないため，本報ではColletotrichumsp. として報告する．

1)福島県農業総合センター

材料および方法

1. 発生要因の解析

調査対象は福島県田村市及び三春町のピーマン生産者

31戸とした発病調査は2014年6月から 9月まで実施

し，圃場全体を観察し，発病株率を 10%間隔でo-
100%の11段階で評価した．

調査項目は，第1表に示す前年の発生状況．資材消毒，

通路の被覆罹病果実，降雨日の収穫，薬剤散布間隔の

6項目とし，生産者からの聞き取り及び各生産者がJA

に提出する薬剤散布実績により調査した．

これらの結果を基に，各圃場の調壺期間中における発

病株率の最高値を目的変数，上記の6要因を説明変数と

し，発病株率の変動要因を数量化I類により解析した．

連続変量のアイテム（前年の発生状況，薬剤散布間隔）

は，前年に生産者30戸を対象に実施した予備調壺にお

いて，果実収量によって多収群と低収群の2群に分けた

際に得られた閾値に基づき，前年の発生状況は発病株率

20%以上とそれ未満薬剤散布間隔は 14日以上とそれ

未満に区分した．

2. 介入試験

2015年に，前年に本病の発生程度が高かった福島県

三春町地区内の生産者 10戸を選定し，半数を介入群，

Fukushima Agricultural Technology Centre, Takakura, Koriyama, Fukushima 963-0531, Japan 
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第1表 ピーマン炭疸病の発病株率変動要因に関する数量化I類に用いたアイテムとカテゴリー区分

アイテム 区分内容

前年の発生状況 前年の発病株率が20%以上を「有り」， 20%未満を「無し」

資材消毒 実施の「有り」．「無し」

通路の被覆 防草シート等により土壌が露出せず，適切に被覆できている場合「適」，土壌が露出している場合

「不適」

罹病果実の除去実施の「有り」，「無し」

降雨日の収穫 実施の「有り」，「無し」

薬剤散布間隔 本病に効果のある薬剤を 14日間隔以内で散布した場合は「適」，それを超える間隔の場合は「不適」

カテゴリー a)

2 

無し 有り

(10) (21) 

有り 無し

(9) (22) 

適 不適

(19) (12) 

有り 無し

(13) (18) 

無し 有り

(11) (20) 

適 不適

(11) (20) 

a) ( ) : 各アイテムの該当数．

a)各アイテムのカテゴリーは，発生を抑制すると思われる要因を 1に，発生を助長すると思われる要因を2に区分した．

残りを非介入群とする介入試験を実施した．介入群は以

下に示す3つの対策を実施し，非介入群は実施しなかっ

た．

1)資材消毒

パイプ支柱をベンゾチアゾール乳剤 1,000倍液に瞬時

浸漬

2) 罹病果実の除去

圃場内に罹病果実が確認された場合，周囲の果実の潜

在感染も考慮に入れ，該当株内の果実を全て摘果し圃場

外に持ち出す．

3) 薬剤散布間隔の短縮

介入群は，本病の発生期間の6月中旬から 9月下旬に

かけて，本病の発生時期の本病に適用のあるクロロタロ

ニル水和剤， ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤に

加えて， ピーマンに適用があり，防除効果が認められて

いるアゾキシストロビン水和剤，クレソキシムメチル水

和剤の4剤を，約78間隔でローテーション散布．非介

入群では前述の薬剤を同期間中に約 158間隔で散布．

調査は，対策実施前 (2014年）および対策実施時

(2015年）の2ヵ年実施した．圃場内の全株を対象に，

6~9月にかけて発病の有無を調査し，累積発病株率を

算出した．

結果

1. 発生要因の解析

各要因の内部相関を検定したところ，前年の発生状況

と薬剤散布間隔，罹病果実の除去と降雨日の収穫，及び

罹病果実の除去と薬剤散布間隔間で弱い相関が認められ

たが，全体を通じて各要因間の相関は低く，独立性は保

たれていると考えられた（データ省略）．

数最化I類の結果，重相関係数は 0.5695とやや低い

第2表 ピーマン炭疸病の発病株率変動要因に関する数量化I

類による計算結果

ァイテム

前年の発生状況

資材消毒

通路の被覆

罹病果実の除去

降雨日の収穫

薬剤散布間隔

重相関係数は0.5695, 寄与率は32.43

アイテムレンジa)

16.861 * 

10.089* 

6.697 

10.181 * 

6.038 

12.542* 

a) *: 5%水準で有意

第3表 対策を実施した生産者における炭疸病の発生状況

平均発病株率 (%)a)

区分 調査圃場数 対策実施前 対策実施時

(2014年） (2015年）

介入群

非介入群
5

5

 

47.0 a 

15.0 a 

1.8 C 

25.0 d 

a)同一英文字を付した数値間にはスチューデントのt検定に

より有意差 (p<0.01)がないことを示す．なお．検定は

各年中の介入群及び非介入群間での有意差を示している．

が， 5%水準で有意であり，ピーマン炭疸病の発病株率

の変動要因の約32%が今回取り上げた6要因で説明可

能であることがわかった（第2表）．ピーマン炭疸病の

発病株率に強い影響を示したのは，前年の発生状況，薬

剤散布間隔，罹病果実の除去および資材消毒であり，い

ずれも 5%水準で有意であった（第2表）．

2. 介入試験

資材消毒，罹病果実の除去，薬剤散布間糀の短縮を実

施し効果を検証した．対策実施前の耕種概要は，介入群
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及び非介入群は，前年に3つの対策を実施しておらず，

薬剤散布間隔は介入群では平均 10日，非介入群では平

均 15日であった．累積発病株率は介入群で平均47%,

非介入群で平均 15%と違いが認められなかった（第3

表）．

対策実施後における発病株率は，非介入群が平均

25.0%に対して，介入群は平均 1.8%と有意に低かった

（第3表）．

考察

本試験では数量化I類を用いてピーマン炭疸病の発生

に影響を与える要因を解析したその結果，前年の発生

状況，薬剤散布間隔，罹病果実の除去および資材消毒の

4要因が大きく影響していることが明らかになった．そ

こで，薬剤散布間隔，罹病果実の除去，資材消毒の3要

因に対する介入試験を実施した．介入試験では前年との

比較においては，介人群の薬剤散布間隔が元々 10日程

度と短かったため，薬剤散布間隔の対策効果を前年との

比較から十分に導き出すことはできなかった．一方で介

入試験を実施した当年においては，対策の実施の有無の

みを単純比較しているため，薬剤散布間隔，罹病果実の

除去，資材消毒の3対策の効果が得られたものと考えら

れる．また，対策を実施した2015年は炭疸病の発生に

十分好適な条件であったと考えられ，そのような条件下

でも介入群では顕著な効果が得られた．以上のことか

ら，これら 3要因が本病の発生程度の圃場間差に影響す

るリスク要因であることが検証された．今後はより効果

的な防除対策を構築するため，介入試験で明確に評価で

きなかった前年の発生状況や，今回の解析で用いた説明

変数以外の，気象要因や品種間差などについて，さらに

検証する必要がある．
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