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コムギ眼紋病の汚染土壌の移動による

未発生ほ場への伝染

竹内徹］，＊・角野晶大2

Dissemination of Eyespot Pathogen in Winter Wheat 

from Infested Soil to Non-infested Fields 

Toru TAKEUCHI1, * and Akio SUMIN02 

Eyespot disease of wheat occurred in previously pathogen-free-soil that was even slightly mixed with 

infested soil. When wheat was grown in a field newly converted from a paddy field located next to a diseased 

continuous wheat-cropping field, eyespot disease was found during the first wheat growing season, and 

disease occurrence in the second season was almost equal to that in the diseased continuous wheat-cropping 

field. This suggests that the eyespot pathogen easily invades and establishes itself in non-infested fields. 
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Oculimacula yallundae, Oculimacula acuformisによる

コムギ眼紋病は．世界各地の比較的冷涼で湿潤な地域で

発生している（7). 本病はコムギの地際葉鞘や茎に眼紋

状の病斑を形成し，病勢が進展すると茎基部が腐敗して

早期倒伏の原因となるため減収や品質低下などの被害は

著しい (4).

我が国では， 1983年秋田県大潟村において（5).また

時期をほぽ同じにして北海道の美唄市および滝上町で発

生が確認された (8)．その後北海道における本病の発

生と被害は短期間に拡大した． 1988年にはコムギ栽培地

帯のほぼ全域の99市町村で発生が確認され (9)．発生確

認からわずか7年後の 1990年には発生面積は約56,000

haにまで至った (6).

コムギ眼紋病の第一次伝染源はほ場における前作の罹

病残泣で，ここに形成された分生子が雨滴によって飛散

し．コムギに感染するが（1). 分生子の飛散はごく短距

離に限られる（1,3). そこで，コムギ眼紋病が発生し

ていないほ場がどのようにして発病ほ場となるか．その

実態を解明するため．汚染土壌の混入による伝搬の可能

性を明らかにするとともに，コムギ眼紋病未発生ほ場に

コムギを栽培し，作業機械に付着した汚染土壌の移動に

l)北海道立総合研究機構 農業研究本部

よる本病原菌の伝搬を確認する目的で試験を行った．

材料および方法

1. 作業後の農業機械に付着した土壌の量

北海道長沼町において 1991年にコムギ眼紋病が発生

したほ場で収穫作業後および播種前作業後の農業機械に

付着した土壌を移植ゴテで採集し，その量を調壺した．

採集年月日および作業は， 1991年7月25日収穫作業後，

1991年9月10日播種前作業後， 1992年10月13日播種

前作業後であった．

2. 汚染土壌による伝染源の評価

北海道岩見沢市において 1992年にコムギ眼紋病が発生

したほ場で播種作業をした後のドリル播種機の作溝部に

付着した土壌を 1992年9月7日に移植ゴテで採取した．

この土壌を消毒済みの人工培土（北海三共製くみあい粒

状培土）と重量比で 1,5, 10, 50, 100％混和して 1/5000

aのワグネルポットに充填し，コムギ種子を 10粒播種し

た．コムギ品種は「チホクコムギ」で，播種は 1992年

9月21日に行った．試験は4反復で行った．ワグネル

ポットは未耕地に埋め込み，各ポットは2m以上離して

設置した．
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発病調査は 1993年7月6日に各ポット全茎を採取し，

葉鞘を取り除いた秤について発病を調査し，発病茎率お

よび発病度を求めた．発病茎率は調査茎のうちの発病茎

の割合を百分率で表した．発病度は竹内ら (13)による

以下に示した基準にしたがって算出した．茎の発病指数

〇：病斑を認めない， 1:病斑が茎の円周の半分以下を占

めている， 2:病斑が茎の円周の少なくとも半分を占め

ている， 3:病斑が茎を完全に取り囲んでいる， 4:病斑

部が拡大して茎基部全体に及んでいる，発病度＝！こ（発

病程度別茎数X指数）／（調査茎数x4)lxlOO

3. 汚染土壌が付着した農業機械による伝搬と伝染

1991 ~ 1994年に北海道岩見沢市のコムギ眼紋病が発

生しているコムギ連作ほ場とそれに隣接したコムギが栽

培されたことがないほ場（コムギ初作ほ場）で試験を

行った．コムギ初作ほ場は 1991年まで水田だったほ場

に1992年秋の播種からコムギを作付けしたほ場である．

コムギの播種は1991年9月7日（コムギ連作ほ場のみ），

1992年9月7日， 1993年9月7日にそれぞれ行った．コ

ムギ品種「チホクコムギ」をうね幅21cmでドリル播種

機を使ってm2あたり 340粒播種した．施肥量は基肥と

して化成肥料を 10aあたり窒素4kg, リン酸12.5kg, 

カリウム 5kg, 追肥として硫安を 10aあたり窒素6kg

となるように施用したその他の栽培条件ば慣行に従っ

た． 1992年以降の播種追肥および収穫などの機械作

業はコムギ連作ほ場から先に行った．

発病調査は 1992年7月6日（コムギ連作ほ場のみ），

1993年7月13日および1994年7月12日に試験ほ場より

無作為に200茎採取し，葉鞘を取り除いた稗について発

病茎率および発病度を既述の方法で調査した．

結果

作業機械に付着した汚染土壌の量の調査結果は第 1表

に示した．土壌の状態や作業状況により最の違いがある

が，コムギ眼紋病発生ほ場で作業した後の機械には収穫

作業後に約0.4kg, 播種前作業後に約 12~22kgの土壌

が付着していた．

汚染土壌による伝染源の評価の試験結果は第2表に示

した． コムギ眼紋病発生ほ場を作業後の作業機械に付着

した汚染土壌を 1％混和しただけでも，わずかながら発

病が認められ，汚染土壌の混入割合を増すにしたがって

発病茎率および発病度は高くなった．

汚染土壌が付着した農業機械によるコムギ眼紋病未発

生ほ場への伝染の調査結果は第1図に示した．コムギ連

作ほ場における発病は3年間で発病茎率が92.0~100.0%, 

発病度が37.0~51.3％であった．コムギ初作ほ場では，

コムギ栽培初年目でも発病はわずかに認められ，発病茎

率5.5%，発病度 1.5, コムギ栽培2年目では発病茎率

84.0%，発病度43.5であった．

第1表作業機械に付着した汚染土壌の羅

作業 付着部位
士壌の量 (g)

1991年 1992年

収穫作業 刈取り部 215 

脱穀部 105 

けん引部 105 

前後輪 30 

合計 455 

播種前作業 トラクター前輪 1,290 1,645 

トラクター後輪 3,950 14,130 

トラクター他部位 1,045 

ローター内 5,215 4,075 

ローター上 1,195 1,515 

尾輪 60 680 

合計 12,755 22,045 

第2表 作業機械付着土壊の混和によるコムギ眼紋病の発病

土壌混和率 発病茎率（％） 発病度

0% 

゜ ゜1% 8.8 2.2 

5% 16.8 4.2 

10% 55.9 14.0 

50% 78.9 20.6 

100% 91.0 23.3 

考察

コムギ眼紋病の第一次伝染源はほ場における前作の罹

病残漆で，ここに形成された分生子が雨滴によって飛散

し，コムギに感染する (1,10)．分生子の飛散はごく短

距離に限られ，長距離の飛散はほとんどない (1,3)．雨

滴による飛散は高さ 15~20cmが最大で本病の発病が

地際部に限られるのはそのためである（2). 本病の発生

ほ場から分生子の飛散で未発生ほ場に伝染する可能性は

ほとんどなく．本病は種子伝染しない (11) ことから，

本病の未発生ほ場が汚染ほ場となるには伝染源の移動が

必要である．

本試験では，各種作業を本病発生ほ場で行った後，同

ー機械で連続的にコムギ初作ほ場で行うことで， コムギ

初作ほ場でコムギ栽培1年目から本病の発生が認められ

た（第 1図）．本病は汚染土壌のわずかな混入でも発病

し（第2表）．農作業機械には作業を行ったほ場の土壌

が付着している（第 1表）ことから，ほ場作業に使われ

る作業機械に付着した汚染土壌の移動によって容易に汚

染ほ場になることが示された．本試験における本病未発

生ほ場はコムギが栽培される前年まで水田であった． コ

ムギ眼紋病菌は湛水条件では死滅する (12) ことから．

本試験で前年まで水田でコムギ初作ほ場における発病

は．本病発生ほ場から作業機械による汚染土壌の混入に
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第1図 作業機械付着土壌の移動によるコムギ眼紋病の未発生ほ場への伝染

よる発病であると推察される．

コムギ初作ほ場でコムギを連作したところ，連作2年

目において隣接するコムギ連作ほ場と同程度の発病となっ

たことから（第 1図），コムギ眼紋病菌は汚染された作業

機によって容易にほ場に侵入，定着し，短期間で蔓延す

る病害であることが明らかとなったコムギ栽培地域で

は，収穫時など共通の機械で作業する場合が多く，ある

地域内でひとたび本病が発生するとその地域内の未発生

ほ場への伝搬を防ぐことは極めて困難である． コムギ眼

紋病が北海道で発生が確認されて以降，発生と被害が短

期間に拡大したのは (9)，このような伝搬方法によって

容易に未発生ほ場に侵入，定着，蔓延したことによるも

のであると考えられた．
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