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シンポジウム
食品の安全性と麦類赤かび病の制御

中島隆

九州沖縄農業研究センター 干 861-1192合志市須屋 2421

Control of Fusarium head blight in wheat and barley for food safe防

Takashi N akajima 

National Agricultural Research Cenfer forぬ，ushuOkinaωaRegion， Sめla2421， Koshi， Kumamofo 861-1192， Japan 
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1.はじめに

麦類に赤かび病を起こすFusariumgraminearum種複合体

はかび毒を産生する代表的な植物病原菌である。本菌はデオ

キシニパレノール(以下， iDONJという。)，ニパレノール(以

下， iNlVJという。)等のかび毒を作ることがある(図1)。

我々の研究チームが中心となり， DON. NlVの低減技術に

関するプロジェクト研究を進めており，これらの成果等を踏

まえて，1麦類のかび毒汚染低減のための生産工程管理マニュ

アルJ3)を昨年作成した。本マニュアルでは，都道府県の農

業試験場の研究者および農業改良普及センターや病害虫防除

所などの専門的な指導者を対象に 赤かび病かぴ毒汚染低減

技術の指導や現地実証試験に取り組む際の対策技術と留意事

項を詳細に説明している。具体的には，麦類のかぴ毒汚染を

防止・低減するための管理点及び実施すべき取組について，

実施時期ごとに整理し，それぞれの取組によるかび毒汚染を

防止・低減する効果については，高，中，低の3段階で評価

している(図2)。なお農林水産省が本マニュアjレを基に「麦

類の生産過程に係る DON'NlV汚染低減のための指針J71 

を通知している。本稿では，かぴ毒に関する解説とこの指針

の根拠となった当研究チームの研究成果を紹介する。

2. DON ・NIVの毒性と規格基準

DONには発ガン性は報告されていないが，悪心匝吐，

腹痛，めまい，下痢，頭痛等の諸症状を伴う中毒症を引き

起こす急性毒性があることは昔からよく知られていた。た

だし，世界的に見ても死亡例は報告されていない。しかし，

現在問題になっているのは，こうした高濃度の汚染による

中毒症ではない。より低濃度の汚染でも，長期間摂取し

ていると成長抑制，体重低下や免疫力低下等ヒトの体に影

響を及ぼすことが明らかになってきたからである。赤かぴ

病に関係のあるかぴ毒には DON以外にもNlVや T2トキ

シン，ゼアラレノンが知られている。このうち， NlVは
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海外や北海道では産生する菌が少ないが，西日本ではN1V

を産生する赤かぴ病菌が多く分布している 5)。今後N1V

も規制に含めるかどうかが議論されていくと思われる。

一方，赤かび病の防除に用いられる薬剤は毒性の低い農

薬がほとんどであり，許容一日摂取量:ADI (毎日食べ続

けても健康に悪影響がない最大摂取量)は DONの耐容摂

取量(1同/kgbw/ day)やN1Vの暫定的な耐用摂取量(0.7 

μg/kgbw/day)の数倍から数百倍である(表1)。これら

の農薬の小麦中の残留基準値は 0.1mg/kg -1.0 mg/kgであ

り， DONの小麦中の暫定基準値(1.1 mg/kg)と比較すると，

耐容摂取量から見て相対的に小さく設定されている。さら

に，実際に栽培された小麦中の残留農薬濃度は基準値に比

べ著しく低いことが農林水産省の実態調査の結果で明らか

である。このように，使用する農薬の毒性や残留実態から

みて，赤かぴ病防除のための農薬使用による健康影響のリ

スクはほとんどないと考えられる。したがって，赤かび病

の防除を適切に行い DON及びN1Vの汚染を防止・低減す

ることが食品の安全性を確保する上で重要となる。

さらに，平成 15年産年産麦より農産物規格規定が改定

され，赤かぴ病被害粒の混入が0.0%(正確には 0.05%)

以上は規格外と極めて厳しい検査規格となった。それ以

前は小麦及び大麦は1.0% ビール大麦は 0.4%と設定され

ていた。したがって，適切な防除によって赤かぴ病の発

生を抑制するのはもちろんのこと，適切な選別・調整の徹

底も不可欠となる。なお，検査規格の対象は小麦だけでな

く， DONの基準がない大麦や裸麦等の全ての麦種が対象

となっている。

¥〆、/ 0 ¥ [・側

I ~Ol 
g三〆1、ιJ
HO-' 

eH20H 

Deoxynivalenol (DON) 

、~O\[・側

OHOYパ<" OH 
eH20H 

Nivalenol (NIV) 

図 1 赤かび病菌が産生するかび毒の化学構造
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図2 麦類の生産工程におけるかび毒汚染を防止・低減するために実施すべき取組とその効果

表 1 主な赤かび病防除薬剤とかび毒の許容摂取量と残留基準値の比較

農薬
一 小麦中の残留基準値許容摂取震はυ1)

(μg/kgbw/day) 
120 チオファネートメチル

イミノクタジン

クレソキシムメチル

テブコナゾール

プロピコナゾール

メトコナゾール

2.3 
360 
29 
18 
40 

〔堅企豆
0.6 
0.1 
0.1 
0.5 
1.0 
0.2 

かぴ毒
耐容1日摂取量 (PTDI) 小麦中の暫定的な基準値

(μg/kgbw/day) 也位豆
デオキシニパレノール 1 a) 1.1 
ニノfレノール 0.7 b) 未設定
a) FAO!WHO合同食品添加物専門家会議による評価
b)欧州食品安全機関 (EFSA)による評価

3. かび毒を防ぐための赤かび病防除技術

1)耕種的方法

赤かぴ病の第1次伝染源は土壌表面の作物残誼に形成さ

れる子のう殻であり，輪作と残溢処理により伝染源の密度

を低下させることが耕種的防除のための基本戦略である。

このため，圃場内の稲わら，稲刈り株，イネ科雑草を土壌

中にすき込んで分解させることで伝染源を減らす効果が期

待できる。イネ残誼のすき込みにはアップカットロータ

リーが有効で，越冬後の土入れにより土壌表面の残誼を土

壌で覆い隠すことも飛散胞子数の減少に効果がある。また，

開花期が雨の多い季節に重ならないように播種時期を移動

することも有効である。北海道の春小麦栽培では越冬前播

種により開花期を早めることで赤かぴ病の発生リスクが低

減できることが報告されている 8)。しかしながら，これら

耕種的防除法については定量的評価や効果を示すための必

要実施面積が明らかにされていないため，今後の研究課題

となっている。

2)抵抗性品種の利用

各産地において，作付可能な奨励品種が複数ある場合に

は，実需者の評価やニーズを勘案した上で，可能な限り赤

かび病抵抗性の強い品種を選択することが重要である。各

都道府県の奨励品種の赤かび病抵抗性の程度については上

記マニュアルの中に公表されている。ただし，各品種とも，

赤かび病の抵抗性の強弱や発病程度は環境条件により大き

く変動し，品種の抵抗性のみでは赤かぴ病の感染は防ぎ切

れないことを認識する必要がある。

近年の作付け品種の動きとして，本州でもパン用小麦の

需要が高く，農研機構で育成されたパン用硬質コムギであ

る「ミナミノカオリ」ゃ「ゆきちから」等は栽培面積が急

増している。しかし，これらは，赤かぴ病に対する抵抗性

が従来の品種よりも弱いため 赤かぴ病によるかぴ毒汚染

リスクが高くなることが懸念されている。したがって，抵

抗性の強弱にかかわらず，農薬による防除は必須で、ある。

コムギの育種目標は品質が最重要とされていたが， DON 

の暫定基準が設定された 2002年以降は赤かぴ病抵抗性へ

と重点がシフトしてきた。この成果として 2006年に赤か

ぴ病に強く品質の優れるめん用小麦の新品種「トワイズミ」

が育成された 9)。

3)防除薬剤の選択

現在，麦類赤かび病に対して登録のある薬剤は赤かぴ病

の被害を軽減することを目的に選抜され，残留毒性試験等



を経て農薬取締法に基づく農薬登録を受け，実際の防除

に使用されている。しかしながら，これら薬剤がかび毒

を軽減するか否かはほとんど明らかでなかった。つまり，

2002年以降は赤かぴ病防除技術のエンドポイントがかぴ

毒汚染量に変更されたことになる。このため，かぴ毒の穀

粒への蓄積を抑制する有効薬剤の選抜が農水省のプロジェ

クト研究等を通じて行われてきた。我々はまず，様々な作

用機作を持つ薬剤を供試して，赤かび病の発病抑制効果と

かぴ毒 (DON'NIV)蓄積抑制効果を比較した 2)。その結果，

両者の相関は高いが例外も存在し，発病は抑制するがかび

毒蓄積抑制効果がほとんど期待できない薬剤，逆に発病に

対する効果は低いがかぴ毒蓄積を抑制する薬剤があること

を明らかにした。また，同じ薬剤でも剤形により効果が異

なり，粉剤よりも水和剤やゾル剤の効果が高いことが明ら

かにされている。かぴ毒の産生を抑える効果が高い薬剤と

してチオファネートメチル，メトコナゾール，テブコナゾー

ルの使用が推奨されている。現在，登録に向けた試験を行っ

ている薬剤についても，防除効果だけではなくかぴ毒の低

減効果を調べる自主的な取り組みが行われている。

4)散布時期

本病の薬剤防除適期は麦種別に異なる。小麦では開花が

始まってから 10日程度の聞が最も感染しやすく，この間

に降雨が続色気温が高いと多発する])。現在の防除薬剤

は予防効果が中心なので，防除開始時期は「開花盛期」よ

りも「開花始め」が望ましいとされている。この時期に正

しく散布できたかどうかで防除の成否がほぼ決する。

その後，秋まき小麦で l回 春まき小麦で2回の追加散

布を基本とする。なお，秋まきコムギでも近年育成された

「ゆきちからJIミナミノカオリ」等のパン用の品種は赤か

び病に対する抵抗性が不十分なので多発条件では開花期散

布と 2回の追加防除が必要で、ある。

大麦については，六条大麦二条大麦を区別した防除対

策が必要で、ある。我が国で栽培されている二条大麦は閉花

性であるため，開花受粉期(穂揃期)に蔚が抽出しない。

さらに，抵抗性やや強の品種が大部分であることから，穂

揃期の感染リスクは低い。しかし子実の肥大に伴い荊の

殻が押し出されてくる穂揃い 10日後頃に最も感染しやす

くなる 10)。この時期こそが本当の薬剤散布適期である 11)。

このため，福岡，佐賀，栃木等の二条大麦の先進県では薬

剤散布時期について，従来の穂揃期から穂揃 10日後へ防

除基準が変更されている。六条大麦については開花性であ

るため，小麦と同じく開花始めが散布適期である。また，

抵抗性が弱~やや弱の品種が大部分なので追加防除が必須

である。

5)収穫後の管理

防除に失敗し，赤かび病が多発した圃場ではかぴ毒に高

濃度に汚染されている可能性が高いので，仕分け刈りを行

うことが求められている。また 収穫の遅れにより赤かぴ

粒とかぴ毒の増加が懸念されるため，収穫適期に達したら

早めに刈り取りし，終了後は直ちに乾燥作業を行うことが

肝要である。圃場での自然乾燥はかぴ毒汚染を助長するの
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で行うべきではない。収穫直後の高水分の状態で、放置する

と，その聞に赤かぴ病菌の増殖を招くおそれがあるため，

収穫後，速やかに所定の水分まで乾燥することが重要であ

る。なお，共同乾燥施設等においては，赤かぴ病の被害を

受けた麦の荷受・乾燥ラインを分ける等仕分け乾燥を徹底

するべきである。赤かぴ病の発生の多い圃場では，カント

リーエレベータ一等における粒厚選別の飾目を通常より大

きくすることで赤かび粒の混入割合を減らしかび毒汚染

濃度をある程度低減することができる。赤かぴ病菌に感染

した麦粒は粒厚が健全粒と同じであっても密度が低く千粒

重が軽いことから，比重選別機の導入・利用はかぴ毒低減

対策に有効で、ある 4)。登熟後期に倒伏した場合は赤かぴ病

の発生が極わずかの圃場でもかび毒が検出されることがあ

る6)ので，倒伏させないように肥培管理等に注意する必

要がある。
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