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ダイズ品種「里のほほえみ」における病害虫の発生状況

北村 舞・諏訪 順子・島田 峻・西宮 智美

（茨城県農業総合センター農業研究所）

はじめに

茨城県では大粒ダイズの主力品種として「タチナガハ」が最も多く栽培されており，2016年の作付面

積は3,714haで，ダイズの全作付面積の55％を占める（茨城県農林水産部産地振興課，Web閲覧）。「タ

チナガハ」は多収で耐倒伏性に優れるが，近年青立ち症状が多発しており，収穫時期の遅れによる減収

や品質低下を招いている。このことから，2016年に青立ちしにくい大粒ダイズ「里のほほえみ」が県の

認定品種として採用された（茨城県農業総合センター農業研究所，Web閲覧）。「里のほほえみ」は青立

ち症状が発生しにくいほか，最下着莢節の位置が高く機械収穫性に優れる，大粒でタンパク質含有率が

高い，難裂莢性であるなど，「タチナガハ」と比較して優れた特性を持つ（菊池ら，2011）ことから，

2021年に「タチナガハ」からの全面転換が予定されている。

ダイズでは，品種によってべと病やマメシンクイガ等の病害虫の発生状況に差があることが知られて

おり（大場・滝澤，2011；荒谷ら，1987），防除対策を確立する上で品種における病害虫の発生状況を

把握することは重要である。そこで，「タチナガハ」から「里のほほえみ」への品種転換にあたり，「里

のほほえみ」における病害虫の発生状況を把握するため，無防除で栽培した「里のほほえみ」および「タ

チナガハ」について，病害虫の発生状況を比較検討した。

材料および方法

１．試験場所および耕種概要

茨城県農業総合センター農業研究所（茨城県水戸市上国井町）内のダイズ圃場において2015年および

2016年に実施した。供試品種は「里のほほえみ」および慣行品種の「タチナガハ」，「納豆小粒」とし，

2015年 6 月18日，2016年 6 月17日にベルト繰上げ式種まき機を用いて，畦間60㎝，株間18㎝で播種した。

栽培面積は「里のほほえみ」，「タチナガハ」が2.7a，「納豆小粒」が1.8aで，殺虫剤および殺菌剤は無

散布とし， その他の栽培管理は慣行に準じた。

２．生育期の病害虫発生状況調査

7 月下旬から10月上旬まで，上旬，下旬の月 2 回，任意系統抽出した25株について見取り法により病

害虫の発生状況を調査した。

べと病，葉焼病は，発病度を以下の調査基準により算出した。なお，「納豆小粒」はべと病のみ調査

した。
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発病度 ＝
4A＋3B＋2C＋D

4 × 調査株数

A:葉の病斑面積率 76％以上の株数

B: 〃 51～75％の株数

C: 〃 26～50％の株数

D: 〃 1～25％の株数

食葉性害虫は，被害度を以下の調査基準により算出した。

被害度 ＝
4A＋3B＋2C＋D

4 × 調査株数

A:葉の食害面積率 51％以上の株数

B: 〃 26～50％の株数

C: 〃 11～25％の株数

D: 〃 1～10％の株数

チョウ目幼虫は幼虫数および発生種，ヒメサヤムシ類は被害か所数，フタスジヒメハムシは成虫数，

カメムシ類は成幼虫数を調査した。アブラムシ類は，ダイズの中位葉の先端 1 小葉 2葉あたりの虫数を，

ハダニ類は上位葉の先端 1小葉あたりの虫数を調査した。

３．収穫物の病害虫被害調査

2016年に，任意に選んだ10株の上位20莢を成熟期（10月21日）に収穫し，乾燥後に莢および子実の病

害虫被害を調査した。紫斑病，べと病，カメムシ類，マメシンクイガ，シロイチモジマダラメイガ，ヒ

メサヤムシ類，フタスジヒメハムシ，ツメクサガは被害粒率を，ダイズサヤタマバエは被害莢率を調査

した。

結 果

１．生育期の病害虫発生状況調査

1） べと病

べと病の調査結果を第 1図に示す。べと病は2015年，2016年ともに「里のほほえみ」で発生が認めら

れたのに対し，「タチナガハ」では発生が認められなかった。2015年は「里のほほえみ」で 8 月上旬に

初発を確認し，8 月下旬に発病度が25となり，その後も同等に推移した。「里のほほえみ」の発病度は，

茨城県内で「タチナガハ」と比較してべと病の発生が多い「納豆小粒」（茨城県病害虫防除所，2017）

と概ね同等であった。2016年は「里のほほえみ」，「納豆小粒」ともに 8月下旬に初発を確認した。 8月

下旬の発病度は「里のほほえみ」と「納豆小粒」で差は認められなかったが， 9 月上旬の調査では「里

のほほえみ」での発病度は14，「納豆小粒」では25となり，「里のほほえみ」でやや低かった。なお， 9

月下旬は葉焼病の影響により「里のほほえみ」のべと病の病斑の判別が困難となったため，調査を行わ

なかった。
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2） 葉焼病

葉焼病の調査結果を第 2図に示す。葉焼病は，2015年の「里のほほえみ」では発生が認められず，「タ

チナガハ」で 9月下旬に発病が認められたものの，発病度は 2 と低かった。一方，2016年は「里のほほ

えみ」，「タチナガハ」ともに 9 月上旬の発病度が25となり，その後も同等に推移した。両年とも，「里

のほほえみ」と「タチナガハ」で葉焼病の発生状況に差は認められなかった。

3） カメムシ類

カメムシ類の調査結果を第 3 図に示す。カメムシ類は，2015年は「里のほほえみ」において初発がや

や遅かったものの，寄生成幼虫数は「タチナガハ」と概ね同等に推移した。幼虫は「里のほほえみ」で

9 月上旬，「タチナガハ」で 8 月下旬から認められ，両品種とも幼虫数は 9 月下旬に最も多くなった。

また，総寄生虫数に差は認められなかった。2016年は，両品種ともに 8月上旬からカメムシ類の発生が

確認され，「里のほほえみ」における寄生成幼虫数のピークは「タチナガハ」と比較してやや遅く， 9

月下旬に最も多くなった。幼虫は両品種ともに 9 月上旬から認められ，幼虫数は「里のほほえみ」で

9 月下旬に，「タチナガハ」で 9 月上旬に最も多くなった。また，総寄生虫数に差は認められなかった

（第 3 図）。調査期間中は，両年ともにアオクサカメムシ，イチモンジカメムシ，クサギカメムシ，ホ

ソヘリカメムシが発生し，品種により発生種に違いはみられなかった。

第1 図 ダイズ品種におけるべと病の発生推移

第2 図 ダイズ「里のほほえみ」および「タチナガハ」における葉焼病の発生推移
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4） その他の害虫

その他の害虫の 8月下旬～ 9 月下旬の調査結果を第 1表に示す。食葉性害虫による被害度は，2015年，

2016年とも品種間で差は認められなかった。チョウ目幼虫は，2016年に「里のほほえみ」で発生がやや

多かった。発生が認められたチョウ目幼虫は，両年ともにツメクサガ，ヨモギエダシャク，ウワバ類等

であったが，品種間で発生種に差は認められなかった。ヒメサヤムシ類による被害か所数は，2015年に

「里のほほえみ」でやや多かった。フタスジヒメハムシの寄生成虫数は2015年，2016年ともに「タチナ

ガハ」でやや多かった。アブラムシ類の寄生虫数は，2015年は品種間で差は認められなかったが，2016

年は「タチナガハ」で 9 月下旬に多かった。ハダニ類の寄生虫数は2015年の「タチナガハ」でやや多

かった。

第3 図 ダイズ「里のほほえみ」および「タチナガハ」におけるカメムシ類の発生推移

第1 表 ダイズ「里のほほえみ」および「タチナガハ」における主要害虫の発生状況
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２．収穫物の病害虫被害調査

2016年に莢および子実の病害虫による被害状況を調査した結果を第 2表に示す。病害虫による被害粒

率は，紫斑病は「里のほほえみ」と「タチナガハ」でともに 1％以下と低かった。べと病は「里のほほ

えみ」が1.9％で，「タチナガハ」では被害粒が認められなかった。一方，カメムシ類では「里のほほえ

み」の被害粒率は24.4％，「タチナガハ」

では21.1％で，品種間で差は認められなか

ったものの，ともに被害粒率は20％を超え

た。マメシンクイガの被害粒率は両品種と

も 5 ％前後で，ほぼ同等であった。シロイ

チモジマダラメイガ，ヒメサヤムシ類，フ

タスジヒメハムシ，ツメクサガによる被害

粒率についても，品種間で差は認められな

かった。ダイズサヤタマバエによる被害莢

率は「里のほほえみ」と「タチナガハ」で

ともに 2 ％以下で，ほぼ同等であった。

考 察

2015年，2016年の見取り調査および2016年の収穫物調査の結果より，「里のほほえみ」は「タチナガ

ハ」ではほとんど問題とならないべと病が発生し，その発生推移は「納豆小粒」とほぼ同等であった。

2016年は 9月上旬の「里のほほえみ」でのべと病発病度は「納豆小粒」と比較してやや低かったが，葉

焼病の多発がべと病の調査に影響した可能性が高い。このことから，べと病は「タチナガハ」から「里

のほほえみ」に品種転換するにあたって特に注意すべき病害であることが明らかとなった。べと病の病

原菌は卵胞子で被害植物の組織中で越冬し，翌年の第一次伝染源となるため (平井ら，2008)，無防除

での栽培や，被害残渣を圃場に残す等の不適切な処分により圃場内の菌密度が高まって被害が大きくな

る可能性がある。本病が発生すると早期落葉につながるほか，種子が汚染され商品価値が低下する。ま

た，本病汚染粒は粒厚が小さくなり， 収量にも影響を及ぼすことが明らかとなっている（大場・滝澤，

2011）。したがって，「里のほほえみ」の高品質安定生産のためにはべと病の適切な防除が重要である。

葉焼病は，2015年，2016年いずれも品種間で発生状況に差異はなかった。しかし葉焼病の発生程度に

は年次間差があり，2015年は「里のほほえみ」および「タチナガハ」でほとんど発生が認められなかっ

たのに対し，2016年は両品種で葉焼病が多発し， 9月上旬以降の発病度が25と高く推移した。葉焼病の

病原細菌は風雨で運ばれて気孔や傷口から侵入する（西，1992）。2016年は 8 月中旬以降に台風などの

強風を伴う降雨が多かったことから，発生が助長されたと考えられる。

一方，カメムシ類による被害粒率は両品種ともに20％を超え被害が大きかったことから，「里のほほ

えみ」においても「タチナガハ」と同様に防除を実施する必要がある。その他の病害虫については，品

種間で発生量に差が認められる場合があったものの，防除対策上考慮すべき品種間差はないと考えられ

た。

これまで「タチナガハ」については，紫斑病に対して開花20～40日後の殺菌剤散布，ハスモンヨトウ

第2 表 病害虫による収穫物の被害

a) ダイズサヤタマバエは被害莢率，その他の病害虫は被害粒率を示す。
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などの食葉性害虫やカメムシ類，マメシンクイガ等の莢害虫に対して複数回の殺虫剤散布を指導してき

た。今後は，べと病や突発的に発生する葉焼病に対して，薬剤散布の必要性も含めて防除対策を検討す

る必要がある。
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