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コムギ縞萎縮病の発生地域における品種「ふくさやかJ

への品種転換の有効性

村本和之・里子崎匠・唐津達彦・笹谷孝英ネ

Efficiency of the Wheat Cultivar 'Fukusayaka' 

in the Control of the Yellow mosaic in Affected Fields 

Kazuyuki MURAMOTO， Takumi NOZAKI ，Tatsuhiko KARATSU 

and Takahide SASA Y A 

Abstract : In April 2005， yellow mosaic disease of wheat occurred in the 

wheat cultivar 'Norin61' field in Yamaguchi city. The use of resistant 

cultivars is one of the promlsmg ways to overcome the disease. Although 

the pathogenic different strains of Wheat yellow mosaic virus (WYMV) were 

reported， the pathotype of WYMV in Yamaguchi city was not confirmed. 

By the sap-inoculation test to the differential cultivars， the pathotype of 

WYMV in Yamaguchi city is Type 1. When wheat cultivar 'Fukusayaka' 

which was obtained by the crossbreeding of the resistant cultivars， 

'Shirasagikomugi' and 'Shiroganekomugi' examined against Type 1 of 

WYMV， the yellow mosaic disease did not occur. The replacement of the 

'Norin61' by 'Fukusayaka' cultivar is effective in controlling the yellow 

mosaic disease of wheat in this area. 

Key Words : Yellow mosaic disease of w heat， Wheat yellow mosaic virus， 

明庁五日T，Pathotype，Fukusayaka 
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山口市名田島地域は山口県内の主要な麦作地

帯で、大麦と小麦が約360ha栽培されている。

1970年代には大麦主体の産地であったが、需要

上の制約やオオムギ縞萎縮病の発生などによっ

て大麦の作付け割合が減少し、現在では小麦が

主に作付けされている。

2005年4月、木地域の主力小麦品種である「農

林61号Jにおいて、コムギ縞萎縮病が発生した。

小麦で問題となる土壌伝染性のウイノレス病と

しては、コムギ縞萎縮ウイルス(明弓MV)によ

るコムギ縞萎縮病およびムギ類萎縮ウイルス

吋虫立行政法人農業・食品産業技術総合研究機

構中央農業総合研究センター

(SBWMV)によるコムギ萎縮病が知られている。

双方とも土壌生息性菌類である Polymyxa

gramlfllSにより媒介される土壌病害であり、本

菌は休眠胞子を形成し、土壌中に長期間生存す

る(草場ら 1976)。本病に対しての防除方法は、

実用的な防除薬剤がないことから、抵抗性品種

の手Jj用、遅播や深耕、播種最の増加などの耕種

的技術に限られている。これらのうち、抵抗性

品種の利用は防除対策として確実であるとされ

ている(渡辺 2006)。

西日本では f新中長J、「シラサギコムギム「関

東107号j などを育種素材とした「シロガネコム

ギ」、「アサカゼ、コムギム「チクゴイズミ」など

のコムギ縞萎縮病抵抗性品種が育成され、成果

を挙げてきた(大藤ら 1996)。しかしながら、
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明庁MVの系統によって品種に対する病原性が

異なることや、抵抗性品種である「シロガネコ

ムギj の抵抗性を打破する WYMVの系統の存

在が明らかにされており(大藤 2006)、抵抗性

品種の導入にあたって、その地域に分布する系

統の病原性を明らかにする必要がある。

そのため、本地域でのコムギ縞萎縮病の発生

分布や病原型、更には各地で本病と混発してい

るコムギ萎縮病(小川ら 1995、狭間ら 2005) 

の発生の有無について明らかにし、有効な抵抗

性品種の選定を行うことを目的に試験を行った。

本研究を実施するにあたり、独立行政法人国

際農林水産業研究センター大藤泰雄博士には、

判別品種の種子、数々の御助言を賜った。独立

行政法人農業・食品産業技術総合研究機講近畿

中国四国農業研究センタ一石川浩一博士には、

拭血清の分譲を賜った。また、山口農林事務所、

山口中央農業協同組合の皆様には多大なる御協

力を頂いた。ここに記して、感謝の意を表す。

材料および方法

1 発生実態の解明

2007年 3月15日と 2008年 3月17日に、コムギ

縞萎縮病が問題となっている山口市の97関場を

無作為抽出し、本病の発生実態調査を行った。

1圃場当り 100茎 (50茎 2か所)を調査し、病徴

の有無から発病茎率を求めた。ウイノレス感染の

確認のため、発病が認められた関場では発病薬

の上位第 2葉を、発病の認められなかった臨場

では任意の茎の上位第 2葉を 5枚採取し、ウイ

ノレス検定に供試した。

WYMVの検定は酵素結合抗体法 (ELISA)に

より行った。また、 SBWMVについては、 2008

年に病徴の認められる 15闘場から採取した葉に

ついてウエスタンブロット法により検定を行っ

た。

2 コムギ縞萎縮病発生圏場における小麦名品

種の発病および収量

常発画場である闘場Afこ小麦4品種を播種し、

発病茎率と収量を調査した。また、発病調査時

に各区から葉を採取し、 ELISAにより明庁MV

の感染の有無を調べた。

1) 2007年栽培試験 (2006年播種)

2006年11月17日に「ふくさやかJ(石川ら2005)、

f中国155号」、「農林61号」、「ニシノカオリ Jを

シーダーテープにより播種した。播種量は

8kg/10a 、基肥は 10a当り N:5.1kg、

P205: 5.8kg、KzO: 5. 1kgとし、追肥は2007年

3月 10自に N:3.5kg、PZ05 4.0kg 、

五20: 3. 5kgを施用した。試験は 1区5.1m 2の

2反復で、行った。

発病調査は2007年 3月16日に 1区当り 10茎の

上位第 2葉について行った。また、各品種の成

熟期に 1区当り1.7m を刈り取って精子実重を

し、 1a当りの収量に換算した。

2) 2008年栽培試験 (2007年播種)

2007年は「ふくさやかJ、「農林61号」について

試験を実施した。 2007年11月四日に播種機によ

り6 kg/10aを条播した。 1区102m2の1反後

で行い、各底の畝は並列して配置した。基肥は

10a当り N:5. lkg、P205:5. 8kg、KzO: 5. 1kg 

とし、播種後の管理は農家の慣行とした。

発病調査は2008年 3月17日に 1区当り 3か所、

それぞれ20茎計60茎の上位第 2葉について行っ

た。また、各品種の成熟期に llR当り 2.4m2を

3か所刈り取って精子実重を計量し、 1a当り

のq又最に換算した。

3 山口市に分布するWYMVの病掠型

山口市名田島地域に分布する明司MVの病原

型を大藤の方法(大藤 2006) により類別した。

臨場Aから採取した WYMV幽A 株と間場Bから

採取した京将MV官株を接種源とし、判別品種

WYMV病原型

第 1表 判別品穏の反応を基にしたコムギ縞萎縮ウイノレス (WYMV)の系統類別 (大藤ら 2006)

判男iJ品種名
ナンブコムギ フクホコムギ

I型 (WYMV-T株タイプ s
H 型 (WYMV M株タイプ s
m型 (WYMV-Yt株タイプ s

z S :擢病性 (WYMVに感染し、かつ、明瞭な病徴を生じるもの)
Y R:抵抗性 (WYMVに全く感染しないか、感染するが病徴を生じないもの)

γ
R
S
 

北準1.1♀え
R' 
R 
S 
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(rナンブコムギ」、「フクホコムギ」、「北海240

号J)および発生地域の主要品種である f農林61

号」の 3葉期の苗に、カーボランダムを用いて

汁液接種をした。試験には 1品種当り 5"-'15株

の苗を供試した。接種後は 7
0

Cの人工気象室内

に1週聞置いた後、 5
0

Cで管理し、 2か月後に

ELISAにより感染の有無を調べた。病原型は第

1表により判定した。

4 山口市に分布するWY出Vの「ふくさやか」に

対する病原性

圃場Aから採取した WYMV-A株を、「ふくさ

やかj の苗に汁液接種した。対照として f農林

61号J、「ニシノカオリ」にも接種した。接種方

法および接種後の管理は 3と同様とした。 2か

月後に ELISAにより感染の有無を調査した。

5 コムギ縞萎縮病発生地域に播種された句、

くさやかJにおける発病状況

2008年 4月 8日と 2009年 3月日告に、コムギ

縞萎縮病発生地域の「ふくさやか」が播種され

た圏場を対象に、本病の発生調査を行った。調

査方法は 1と同様とした。

結果

1 発生実態の解明

発生実態調査を行った国場のうち、 2007年に

は61.2%、2008年は70.8%の間場で木病の発生

が確認された。 f農林61号」、「ニシノカオリ」の

いずれの品種にも発病が認められ、発病茎率に

差は認められなかった(第 2表)。発病茎率80%

以上の発生の激しい間場の割合は8.2%であり、

発病茎率25%未満の少発生関場は38.1%であっ

た(第 1図)。地域内の南部に発生および発病茎

率の高い調場が多く、発生分布に大きな偏りが

認められた(第 2図)。

発病茎率
図 80~100%

図 50~80%未満

D25~50%未満ー

図25%未満

口感染なし

第1図コムギ縞萎縮病の発生程度別割合

調査:2007年3月15日、 2008年3月17日

発病茎率
轡肌以上

¥ 
¥ 

、民

@ 50-80味湾

③ 25-出未満

@ 25jo未満

O感染なし

第 2図 山口市におけるコムギ縞萎縮病の発生分布

調資:2007年3月15日、 2008年3月17日

(国土地理続数値地図より転載)

第 2表 山口市におけるコムギ縞萎縮病の発生状況

2006年播種 z

品種 調査 発生闘場発病茎
協場数 率 x(%) 率(%)

農林 61号 34 55.9 16.4 
ニシノカオリ 15 73.3 6.8 
合 計 49 61.2 13.4 

1 発病課 査 2007年 3月 15日、

y発病調査 2008年 3月 17S 

XELISAにより、 WYMVの感染を 確認

20 

調査
関場数

34 
14 
48 

2007年播種 5

発生翻場発病茎
率 x(%)率(%) 

61.8 25.2 
92.9 24.6 
70.8 25.0 
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第 3表 コ ム ギ 縞 萎 縮 病 発 生 闘場に播種した小麦品穏の発病程度と収量

2006年橋穏 2007年播稔 Y

日
幻日 手重 発病薬率 収量 発 病 茎 率WYMV WYMV 収量

(kg/a) (%) " 'm  '(kg/a) (%) 

ふくさやか 0.0 54.6 0.0 43.2 
中 菌 155号 0.0 45.9 
農林 61号 75.0 + 37.9 9 2 . 4 + 32.4 
ニシノカオリ 65.0 + 37.7 
Z播種 2006年 11fl 17日、発病調資 2007年 3月

y 播種 2007年 11月 19臼、発病調査 2008年 3月

XELISAの結果を示す、十は陽性、ーは陰性

1 6日

1 7臼

第 4表 山口市に分布するコムギ縞 縮ウイルスの判別品種に対する反応

ウイノレス株 採取場所
判別品種名 参

病原型
ナンブコムギフクホコムギ 北海 240号 農林 61号

WYMV-A 園場 A
13/15Z 14/15 0/15 13/14 

I裂
S S R S 

WYMV-B 臨場 B 2/5 2/5 0/5 3/5 
I型

S S R S 
WYMV陽性個体のすべてで発病が認められた

ZELISAでWYMV陽性の個体数/供試個体数

y S :感受性反応、 R:抵拭性反応

これらの発病株について、 ELISAあるいはウ

エスタンプロット法でウイノレス診断を行ったと

ころ、 WYMVは広域に検出されたが、 SBWMV
については確認されなかった。

2 コムギ縞萎縮病発生冨場における小変各品

種の発病および収量

1) 2007年栽培試験 (2006年播種)

本地域の主要品種である「農林61号jと「ニシ

ノカオリ」は、いずれも明司MVの感染と発病

が認められた。一方、「ふくさやかj と f中居

155号Jでは感染も発病も認められなかった(第

3表)。

2) 2008年栽培試験 (2007年播種)

「ふくさやか」については、 2007年栽培試験

と同様に2008年栽培試験においても感染も発病

も認められなかった。

2年間の試験において、「ふくさやかj の収量

は43.2'""54. 6kg/aであり、発病の認められた f農

林61号jと比較して、 10.8'""16.7kg/a多かった。

3 山口市に分布するWYMVの病原型

半1J5j1J品種に対する接種試験の結果、国場Aお

よび闘場Bから採取した WYMV(羽庁MV-A株、

羽庁MV-B株)は、いずれも「ナンブコムギJ、

「フクホコムギ」に感染し、 i::lヒ海240号」には

感染が認められなかった(第4表)。感染が認め

られた個体は、いずれもモザイク症状を示した。

このことから、閤場Aおよび開場Bに分布する

明庁MVはいずれも I型に類別された。

4 山口市に分布するWY出Vの「ふくさやかJに

対する病原性

「ふくさやかj への羽庁MV(明司MV-A株)

の汁液接種の結果、感染率は70%で、「農林61号」、

fニシノカオリ j における感染率とほぼ同じで

あった(第 5表)。

第5表山口市に分布するコムギ縞萎縮ウイノレスの
各種品種に対する反応(汁液接種)

反復

I 

立
国

口 平語
口口 守主主

ふくさやか農林61号 ーシノカオリ

6/10Z 5/7 

6/8 7/9 
3/6 3/6 4/6 
Sy s s 

WYMV陽性錨体のすべてで発病が認められた
接種源は山口市から採取した.WYMV-A株とした
Z EしISAでWYMV陽性の掴体数/供試錨体数
シ S感受性反応、 R:抵抗性反応

5 コムギ縞萎縮病発生地域に播種された「ふ

くさやか」における発病状況

「ふくさやか」が播種された44闘場について、

本病の発生状況を調査した結果、発生の認めら

れた闘場は確認されなかった(第 6表)。また、
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SBWMVの感染が疑われる病徴も確認されなか

った。

第6表 fふくさやかJにおけるコムギ縞萎縮病の発生状況

生産年 圏場数 発生圃場率(%)

2007年播種 14 0 

2008年播種 30 0 

コムギ縞萎縮病発生地域

¥̂/Y1叩JのELISAの結果はすべて陰性であった

z 2008年4月8日調査 y2009年8月17日調査

考察

発生実態調査の結果、本地域の広範囲の圏場

でコムギ縞萎縮病の発生が認められたが、地域

内の南部に発生圃場および発病茎率の高い臨場

が多く、発生分布に大きな偏りが認められた。

このことから、本地域において本病が発生し始

めたのは近年であり、年月の経過とともに分布

が拡大しているものと推察される。

本病の発生が認められた闘場は約 6割であっ

たが、 4割は発生茎率25%未満の少発生であり、

これらの掴場でのコムギ縞萎縮病による収量へ

の影響は少ないと考えられる(渡辺ら 1995)0

しかしながら、オオムギ縞萎縮病の例では、発

病株率の増加は病原密度の低い初期には徐々に

進むが、病原密度が一定水準を超えると急激に

増加する(小)11ら 1995) ことから、発生の少な

いこれらの圏場においても、発生が急激に増加

する可能性があり、今後の発生動向に注意が必

要である O 本地域ではコムギ縞萎縮病が広範囲

に認められ、コムギ萎縮病は認められなかった

ことから、現時点ではコムギ縞萎縮病を中心と

した防除対策の必要があると考えられる。

コムギ縞萎縮病の常発闘場に播種した「ふく

さやかJおよび「中国 155号Jの両品種とも

羽庁MVの感染は認められず、試験を実施した

闘場に分布する羽弓MVに抵抗性であると考え

られる。このうち、 fふくさやかJは、発病の認

められた「農林61号」に比べて収量が10.8~16. 

7kg/a多く、 2006年に県奨励品種に採用された

ことから、本地域での普及性は高いと考えられ

る。

次に、本地域に分布する明司M Vの病原型を

明らかにするため、発病株から分離した WYMV

を判別品種に汁液接種した。その結果、供試し

た2分離株とも fフクホコムギ」に感染し、「北

海240号」には感染しないことから、 I~皿型の

うちの I型(以下明司MV-1型)に類別されたO

R弓MV-I型は東北以西の広い地域から分離

され、農家の一般闘場で「農林61号Jや「フク

ホコムギj に感染し発病させる病原型で、「シラ

サギコムギj には感染しない(大藤 2006)。こ

のことから、「シラサギコムギJに由来する抵抗

性を有する品種の選択は、本地域のコムギ縞萎

縮病の防除対策に有効と考えられる。

fふくさやかJは、「シラサギコムギJを種子

親、 fシロガネコムギ」を花粉親として育成され

た品種である(在川ら 2005)。また、花粉親の

「シロガネコムギj は「シラサギコムギ」を種

子親とし、明司MV-1型の分布する九州沖縄農

業研究センターの検定開場で抵抗性品種として

選抜された品種である(大藤 2006)0 

「ふくさやかJへの汁液接種試験では、開場

試験の結果と異なり、「農林61号j と同様に感染

と発病が認められた。したがって、「ふくさやかJ

は明司MV-1型に対して完全な抵抗性ではない

と考えられる。しかしながら、「シラサギコムギ」

や「シロガネコムギ」も汁液接種では明庁MV幽

I型に感染し発病する(大藤 2006) ことから、

「ふくさやか」もこれらの品種と間程度の抵抗

性を有しているものと考えられる。

2006年度に県の奨励品種に採用された「ふく

さやかj は、 2007年秋から県内への普及が始ま

った。圃場試験や病原型の判定結果により、本

地域のコムギ縞萎縮病対策として fふくさやかJ

への品種転換が有望と考えられることから、現

地圃場における有効性を検証するため、 2007年

と2008年秋に播種された「ふくさやかJの陣場

において、本病の発生の有無を調査した。その

結果、調査した44圃場の全てにおいて発生は認

められず、明庁MVの感染もないことが確認さ

れた。

以上のことから、「ふくさやかJは明司MV-1 

型に対して完全な抵抗性ではないものの、臨場

では感染しないことが検証された。国場で fふ

くさやかJに感染すると考えられるE型(以下

羽庁羽v-皿型)は、本地域には分布していない
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と考えられ、「ふくさやかj への品種転換は本地

域のコムギ縞萎縮病対策として有効と考えられ

る。同様に WYMV-1型の分布する西 E本の多

くの地域でも、 fふくさやかJへの品種転換がコ

ムギ縞萎縮病対策として有効であると考えられ

る。

今後、明司MV-国型や SBWMVが本地域に侵

入すれば、「ふくさやかj に大きな被害を及ぼす

可能性がある。そのためにも、羽押MVを拡大

させない対策として、 トラクターなどの土壌を

落とすなどの予防策や発生状況のモニタリング

が重要である。

摘要

2005年 4月、山口市の小麦「農林61号j にお

いて、コムギ縞萎縮病が発生した。本病の防除

対策として、抵抗性品種の利用が有効である。

病原であるコムギ縞萎縮ウイルス(明司MV)には

品種に対して病原性の異なる系統が存在するが、

山司市に分布する WYMVの病原型については

未検討で、あった。

判別品種への接種試験の結果、山口市に分布

する WYMVは I型であり、「シラサギコムギJ

や「シロガネコムギ」に対して強い病原性を

す藍型ではないことが明らかとなった。「シラサ

ギコムギJと「シロガネコムギj の交配により

育成された「ふくさやか」を播種した現地周場

において、本病の発生は認められず、「ふくさや

か」への品種転換は木地域のコムギ縞萎縮病対

策として有効で、あった。
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