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発生初期における葉いもちの疫学的研究
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l. 葉いもち初発生IE!の観察

緒 百

2. 人工緩極により生じた病斑からの伝染過程 いもち病はわが国の稲作における最大の病害で、こ

1）病斑数の増加過程 れに関する植物病収！学的研究は早くから行われ、すで

2）病株の増加と分布t広大の過程 に今を去る同i有余年前に伊藤誠哉博士41)が｜稲熱病並

3) 病株主千三と病株当病政i数の関係 に稲熱病文献集」を取りまとめられた。これ以後の研

4) 葉いもちの伝染過程と伝染世代及ひ、急増期 究はますます感んで，我国の植物病3翠学はいもち病の

5）伝染勾配 研究と共に発展してきたと云っても決して過言でな

3. 考察 い。この事憶は、昭和初年以来の日本植物病理学会及

I紅 葉いもちの全般発生開始郊の発生実態…………18 ぴ地方の病害虫研究会における研究発表の中で、いも

l. 散生病wの地域的発生H守刃l ちブ好調係の講演が、年々その 7～22%を占めてきたと

1）秋田農試［相場における発生時期 いう事実97）が最もよくこれを物語っている。

2) 病害虫防除所管轄地域における発生時期 また防除技術の進歩も白覚ましい。防除効果の著し

2. 全般発生開始期の発生実態 い6種の国産農薬が開発され、農薬散布にはノト担の背

1) 秋田県南部内陸地方における発生笑態 負式動力散粉機や水面施薬など我悶独自の農薬焔用技

2) 標高の低い山間部における発生実態 1fiiが創出された。また航空機やトラクターも利用さ

3) 小池掘における散生病波の分布状況 れ、今や本病の防徐面積は実に年間延 670万ha（農水

品） 全般発生開始搬における数生病斑の伝染世代 省 1980）に及んでいる。これは水稲子会害虫全防絵図穣

数 の約 40%を占め、水稲作付Hfi積の約 31音に相当する。

3. 考察 このように、学問的、技術的また普及事業l：でも、

IV 業いもちの全般発生開始期および急、増期の予測方 他の病害虫に比較して最も高い発展J]d~にあるいもち

法….........……...・ H ・.....・ H ・－－………...・ H ・－－…・・34 病が、最近、 1974年、 1976年、 1980年とほとんど全国

l. 葉いもち感染好適Ei 的規模で多発をみているのはどのような理由によるの

1）日別感染病斑数 であろうか。第 1表に作物統計によってこれらの年次

2) 日別感染倍率と感染好適日 における被害状況を示したが、その被害の大きさは、

2. 予総基準 有機水銀剤が普及しはじめた戦後最初の多発王子 1953

1) 微気象による予潔rj基準（徽気象法） 正予のそれに迫るほど大きい。

2) 一般気象による予測基準（一般気象法） Gaumann22lによれば、植物病害は人間の疾病と異な

3）適用時期 って、気象は寄主の擢病性よりも病原菌の繁殖におお

4) 適中皮 〈影響して多発を招くという。多湿を好むいもち病蘭

3. 考察 は我国特有の梅雨を伴う温帯性気候によく適応した病

v 総合考祭…...・ H ・......・ H ・－－－－－…......・ H ・－－…－－－ ・57 原菌と云うことが出来るが、これに加えて熱帯地方に

摘 要...・ H ・H ・H ・－－………...・ H ・－－… …...・ H ・・ ・62 起j原をもっ水稲が、多年にわたる品種改良の結果、我

引用文献…・・・…・・・・…・・・・・・・・………・・・υ ・…・・・・・…・・・・・・64 国の風土によく順応しその栽培地域が北上したとは云

英文要約一 H ・H ・－－－……・………....・ H ・－－…… H ・H ・..71 え、日照、不足を伴う陰湿な梅雨気象や北B本特有の冷

留版説明…………...・ H ・H ・H ・－－…...・ H ・.....・ H ・－……＂ 83 害気象により個体素因が影響され、抵抗力の著しい低
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第1表 全国水稲反収といもち病による被害率の時代的変遷

Table 1. Yields of rice and percentage yield loss from rice blast in Japan during 
1951 to 1980. 

生F 代
平均反収 被害 d率1 

Percentage yiel oss 

Period Av日~ig~ r~eld 平 均 最Max. 高（ye~年r))per g) Average 

1951 1955 320 2.8 7.3 (1953) 

1956~ 1960 376 2.7 4.0 (1956) 

1961-1965 396 3.1 5.2 (1963) 

1966-1970 435 1.8 2.2 (1968) 

1971 1975 455 2.4 4.6 (1974) 

1976---1980 460 2.8 5.2 (198合）a)

a) 1976竿の被害率 4.3 a) In 1ヲ76,pεrc巴ntageyield loss is 4.3. 

下を招きやすい。したがって、一度不良天候が訪れる

といもち病が多発するのは我国の稲作の宿命とも云う

可きもので、最近の相次ぐ異常気象は本病多発の原凶

の一つでもある。

戦後の我国における米反収の飛躍的な向ヒ（第 l表）

は、主として農薬による病害虫紡除と肥料の多用によ

るとされている。農薬の進歩が米の反収増加に最も貢

献したのはいもち病防除においてである。それまで本

病の被害をおそれで制約されていた施肥量は、いもち

病の防除が可能になって著しく増加した。しかしこの

ことが不良天候下の抵抗力低下を一層助長する結果と

なり、防除技術が進歩したほど、現在の稲作がいもち

病に安定しているとは云い得ない。

山口152)1ま1974年の多発生について、機械移植栽

培・良質品種・徐主主斉ljの普及、兼業農家の増加、省カ

栽培への志向など、最近の農村事’清の変化が現在のい

もち病の発生誘因であるとし、さらに予察情報と農家

における早期発見の遅滞が薬剤散布の手遅れを招いた

として、「初発期における進展程度の予察法の開発は緊

急、の課題であるJと指摘した。

1963年の全国的な葉いもち多発年に秋田県が最も

激甚な被害をうけた時、その早期多発の傾向を予測で

きなかった原凶について著者57）は、商代のいもち病と

本田期の葉いもち発生初期における発生生態に不明の

点が多く、その発生経過を予測する技術が極めて不充

分なことにあると考えた56）。

当時、本田期の祭いもちの発生生態については、東

北農業試験場栽培第品部の越水病害研究室がすでに

1960年代初頭から疫 学的研究を行っていた

が69)99)111）、著者の研究直前に中絶した。たまたま 1972

年、農林省総合助成試験「水稲病害虫における農薬依

存度の軽減に関する研究jを東北地域で連絡的に実施

することになった。多発王子に葉いもちの防除が遅延し

てその激発を招いたのち、農民が多数回の農薬散布を

行う秋田県の実情を改持するには、葉いもちの発生初

期の伝染過程に関する疫学的知見が必要と考え、これ

を明らかにする目的をもって連絡研究に参加した。

197 4 :ffにこの連絡研究が終了した後も幸い研究を続

けることが出来た。本論文はその研究結果をとりまと

めたものである。

Van der Plank103lは疫学（砂idemiology）を「個

体群としての病害に関する科学」としている。これに

従い、業いもちの発生を個体群生態学的に取り扱い、

その発生初期における病斑密度の時間的、空潤的変化

の過程を研究した。その結果、薬いもちは発生のごく

初裁に全般発生と称する状態を示し、これを契機に薬

いもちの地域的流行が始まること、またその後は 6

～10日毎に急、増期および漸増期を繰り返す波状発生

の過程をたどり、病斑密度が階段的に高まることを明

らかにした。したがって葉いもちの防除が遅滞を招き

やすい主なる原因は、葉いもちに上記の 2つの疫学的

性質があるためと考えられた。すなわち全般発生開始

期の病斑は散生していてその密度が緩めて低いので見

おとしやすいこと、その後 6～10日毎に起る急増期を

2～3回繰り返して驚くべき病斑密度に到達し、その後

の防除が悶難になりやすいことの 2点である。そこで

これらの知見を予察と紡除に応用するため、全般発生

開始期及び念、増期をもたらす気象条件を解析して、ニ



れらの時期を予測する方法を作成した。

本報告を草するにあたり、この研究の機会を与えら

れた総合助成試験「水稲病害虫防除における農薬依存

度軽減に関する研究Jを企画された農林水産省東北農

業試験場、東北6県農業試験場の関係各位、ならび、に

研究助成をされた農林水産省農林水産技術会議の関係

各位に感謝する。またこの研究の実施を許可されかっ

激励を揚った元秋田県農業試験場長本谷耕一一簿士、言1J

秋区i県農業試験場長LIJ11邦夫氏、向元栽i元部長福田兼

四郎氏、｛可元病虫科長渡辺析悦氏に深謝する。

北海道大学教授守：井格生｜等士、岡沢養三博士、四方

英四郎博：l:iこは、この報告のとりまとめにゐたって待11

鞭迷と懇切なる御校関を賜コた。またこの研究の開始

以来常に関心を寄せられ、不断の激励と生態学につい

ての教示と助ヨを賜り、調査に協力して下ぢり、さら

に英文の校濁を賜った元秋田県農業試験場病虫科小山

重郎簿土に対し、ここに記して深甚なる敬志と感謝の

意を表する。

農林水産省東北農業試験場環境部長越水幸男博士

は、考夜になる実験方法の使用を快諾され、また多く

の有益な示唆を賜った。同栽培第一部長山口寄夫博

士、農林水産省農業研究センタャ病害家長加藤肇博士

は著者の研修に配慮を賜わり、文献の閲覧を許されか

っ助3そ頂いた。 f,D果樹試験場安芸津支場反中川行夫

博士からは気象観測法の指導を頂いた。また間前組物

ウィルス研究所長吉村彰治簿ゴ二から有益な示唆を賜っ

た。 i司北海道農業試験場病害研究室長柳田駿策氏から

は供試｝習について教示を載き、同元北陸農業試験場病

害研究長鈴木幸雄博一I：からは供試爾の分譲を載主、同

東北農業試験場気象研究室長谷口利策氏からは気象学

の用語について教示を戴いた。ここにあわせて深謝申

し上げる。

さらにまた、元秋田県湯沢病害虫防除所鶴田良助氏、

同大舘病害虫防i除所平JII満男氏、同；本荘病害虫防徐所

鈴木武次氏、河大儀i病害虫紡徐見If高橋貞四郎氏、同高

橋幹夫氏、河秋田病害虫i防除所猪股義綴氏、河北部病

害虫防除所岳山陸朗氏、同南部病当虫防i絵所菅谷和生

氏ならびに現秋田県北部病害虫防除所増村昭三氏、木

村清幸氏、同中央病害虫防除所土橋茂氏、飯富晩康氏、

佐藤幸夫氏、同南部病害虫防除所高橋幸一氏、豊島健

吉氏、後藤久氏、秋田県農業試験場病虫科深谷富夫氏、

相場敏子氏は著者の研究に多大の援助を与えられ、こ

れら諸氏の協力により本研究を推進て蜘きたものであ

る。その他多くの方々から文獄の複写送附の便宜を戴
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いた。ここにあわせて深謝申し上げる。

I 既往の研究

病害虫発生予祭卒業はいもち病の発生経過や発生程

度、発生関積を調査した資料を長年蓄積して、これを

予察方法の作成に利用してきた叫3市 9)67)15へ方法のち

くは板潔的手法によるもので、重回帰分析94）や多変造

解析120）などの方法もとられてきたが、そのほとんどは

最終的発生量を予察目標（従属変数）としている。小

林（次） 56）はこのような統計的予察方式は栽培環境が変

化すると適用性が失われやすいことを指摘し、発生品

過を重秘した予察方法の研究を行うべきことを提ll目し

た。

業いもちの初発時期については、気象条件による予

械を試みた横浜ら 156）、気象条件と稲の抵抗力による千

葉ら i耐の報告がある。鐙谷l）はJ令書いもちの多発した

1953 年における東北各地の初発時期を最低気if~ と関

連して考察した。また葉いもちの発生初期には分生胞

子の飛散数か、極めて少ないので7)48）川、胞子採集にかえ

て幼前を岡場におき、自然感染に暴露して、その発病

の有無によって初発時期を予測する試みもなされ
た37)158）。

小野ら96）は葉いもち初発生以前に葉節いもちの発生

をみることがあるとした。小林（次アO）は葉いもち初発

生田を観察し、伝染源および、伝染源からの伝染過程を

推定し、伝染により生じた娘病斑の圃場内における分

布様式について述べた。鈴木122）は多発田から隣接旧に

伝染した娘病斑の伝染勾配について研究し、 Wilson& 

Bakerの式に適合するとし、加藤ら 46）も水凶から隔離

された戸外で鉢植の稲を用いて同様の結論を出した。

Kiyosawa et aJ53l54lは伝染勾配に関して独自のモデル

式を提出し、関場における 2・3の現象をシミュレート

した。小林（次〉開；土lilll；場における葉いもち発生のごく

初期iこ病去をがしばしば散生的に現われる現象を指擁

し、のちこれについて研究64）した。佐々木ら 111）もこれ

と独立して同じ現象を発見し、これを「蔓延開始期J
と呼び、その発生をもたらした感染日の気象条件を解

析した。また鈴木ら 12町立様擢病性品種の蒙古稲を 1

haにl株ずつ植え、その発病状況から防除（開始）待

期を決定できるとした。中川92）は葉いもちの発生に初

期増殖期があると述べたが、その実態は明らかにして

いない。
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葉いもち多発if‘における病勢の急、増期や漸増期につ 総説されている。これらの中で往年みられなかった研

いてはしばしば記述されており 1)57)92)118)119）、その多く 究の方向として、病勢進展に関する数理的研究が挙げ、

は半旬毎の気象や稲の生育と関連して考察されてい られる 32)46)51)53)54)55)69)82)91)11 7）山）山）155）。また、シミュレ

る。栗林ら73）、河合48）、堀川は急増期と分生胞子飛散数 ーションによる発生予察の研究も進められている 83）。

の関係を述べ、太田ら附は胞子飛散：量；及び、湿度、最低 以上安ーするにこれまでッ1<ffl及び水田地帯において、

気温との関係を分析した。鈴木らl制は毎日関場に築 葉いもちの伝染過殺を時間的・空間的問聞からとらえ

露したスライド j：の分生胞子の発芽率や付着器形成率 た記述的段階の研究すなわち疫学の初期的段階の研

を調査することにより、急増期を予測できるとした。 究163）が少なかったことである。したがって業いもちの

高橋：31）は葉いもちの伝染と気象との関係は、日別に 伝染過程のどのような時期のどの現象を予察の対象に

検討すべきことを指摘した。小林（次）は葉いもちの｛ム するのが防除I二有主主であるか必ずしも明らかでなく、

染過程を研究し、波状発生62）、広域発生64）という現象を また実用に供し得る予測方法もほとんどなかった。著

認め、日別の気象から急増期、広域発生時期を予測す 者は葉いもちの発生初期の伝染過程を疫学的に研究

る恭準63）を作成した。本間36）、松尾81）らは千薬県、兵庫 し、その空間的伝染過程に広域にわたる全般発生の阜

県における多発年の発生状況をこれによって解析し 期開始、時間的伝染過根に波状発生という現象を見出

た。吉野159）は主主面温j問時間と平均気温から、稲葉上の しこれを明らかにした。これら 2つの現象は予察と防

分生胞子の侵入率を推定する方式を作成し、これによ 除の上で重要であると考え、これらの発生をもたらし

って予測された葉いもちの発生推移が園場における発 た過去の感染日の気象を解析し総合し、全般発生開始

生推移とよく一致するとした。金ら49）はこの侵入率に 期・急増郊を気象から予測する実用的方法を作成した。

さらに採集胞子数などの要因を加え同様の研究を行っ これによりこれらの時期を特定の月日を示して予測す

ている。 ることが可能になり、葉いもちの適期防除を推進する

その他いもち病の発生生態に関する研究は徳永141) ことが出来ることとなった。

により、また最近では加藤47）、鈴木126）、吉野160）により



300 m離れた水聞の 1国 4m＇に人工接種した葉いも

ち発病的を多数柏lえこみ、日別の感染病斑数を調査し

ていた。すなわち a/5000のワグナーポットに 6月上

旬に移槌して栽培した擢病性品種すツミノリの苗を、

上の区闘の中央部に毎日正午に稲ぬ革高位が互に一致

するように置いて自然感染にさらした。翌日これを交

換して新しい鉢を置き、古い鉢はガラス室に移して発

病後病斑数を数えた。これにより毎日の感染により生

ずる病斑数を調査し、それぞれの病斑数をもって鉢を

置いた日の感染病斑数とした。

〔結果〕

集いもちの発生が認められたのは水稲品種ナツミノ

リを栽培した 3筆のみで、発生は計 17館所で認めら

れた。各発生箇所における病斑分布は集中分布的て＼

その中心部に他に比べて著しく病斑密度の高い 1株が

存在した。以後これを「発病中心株Jと呼ぴ、発病中心株

をもっ病斑の集中分布筒形十を「坪jと称する。

坪における葉いもち病斑の分布状況を調査した結果

の1例を第 1凶に示した。ここでは老病斑及び若病斑

A、Bの分布状況をそれぞれ別箇に示した。発病中心

株には老病Jl;fが4鎖、病斑A、Bがそれぞれ 36筒、 5

箇認められた。同時にその属図の株にも A、B病斑が

分布しているが、その数は発病中心株に比較して著し

く少なく、またこれを遠ざかるにしたがって減少して

いた。 A、B病斑を比較すると、 A病斑は発病中心、株

及びその周囲の株のいずれにおいても密、度が高く、し

かも遠くの株まで分布していた。

以上のような葉いもち病斑の分布状況は、他の坪に

おいてもほぼ共通して認められた。

17衝の坪のうち A、B病斑の密度が比較的低い 3箇

の坪の発病中心株には各々l簡の者病斑が認められ

た。その 2個は葉節いもちでA、B病斑がとくに少な

5 

発生初期における葉いもちの伝染過程

1. 葉いもち初発生回の観察

葉いもらの初発生を知ることは本病の発生子祭上最

も重要であるが、その発生を認知するまで本病がどの

ように増加したかの詳細について観祭した研究はほと

んどない。だまだま 1967年 7fj 3日、秋田県農業試験

場の岡場の」部にごく発生初期の葉いもちを認めた

が、これはこの地域において最も早期に発見されたも

のであった。そこで、早期に発見された葉いもちが、

発見される状態にまで増加したその伝染過程を明らか

にするため、これについて調査した。

〔材料及び方法〕

観察した葉いもち初発生田は、隈病性品種ナツミノ

IJを4凡20日に；J::I'古代に矯主義して予言箇し、 6月1日に

株間 22.5cmの正方楠をした約 6aの水田 3筆であ

る。その発病箇所において総計約 2400株について、 7

月4～8日、株毎に葉いもち病斑数を数え病斑分布図を

作成した。なお病斑は形状・色彩から感染時期を異に

すると考A えられる 3穏のものが認められた。すなわち

最もl甘い時期に形成されたと考えられる病斑は長径5

cmに及び、これを老病斑とした。他の 2種は最近形成

されたと考えられる若病斑で、そのうち比較的古い方

をA病斑とし、新しい方を B病斑と;ffi;した。また株の

中にズリコミ現象140）を示す株が認められたので、ズリ

コミ現象を呈する葉を最も多くもつ菜についてズリコ

ミ葉数を調査した。すなわち苗の苗令調査法（星川

1975）に準じて、最I貞葉についてはその業身長と次葉

葉身長の比率を求め、これを小数であらわし、ズリコ

ミ現象をもっ成葉数に加算して、ズリコミ楽数とした。

たまたまこの年、他の目的で上記観祭田から南｝j約

II 

B病斑
Younger lesions 
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老病斑
Old lesions 

日：：~＼

・・・・④ ・・・・・
調圭畔

第l図 同一水田の同一区画における出現時期を異にする 3積の病斑の分
布 悶中の数字：は株毎の病斑数，丸印は発病中心、株を示す。

Fig. 1. Distributions of thre巴kindsof lesions in age at the same part 
of a paddy field. Dots show each hills without lesions. 
Numerals show number of lesions on infected hills. Circle 
indicates disease center hill in the focus. 
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かった。他の 14箇の坪は A、B病斑の密度が高〈、発

病中心株に 2～5箇の老病斑がみられた。また A、B病

斑の密度が高いため老病斑の数を正確に数えられなかった

り、発見できないものもあった。 17箇の発病「j1心株に

みられた l茎あたりズリコミ業数の最大は 3.5であっ

た。

第 2表には試験回に 24時間おいた鉢植の稲の発病

から ：：Jそめた目別感染病斑数を示した。これによれば6

月下旬に感染の認められたのは 24日と 27rc1の 2日の

みである。匝i場における病j涯を鉢椋の稲の病均一と対比

したところ、 A病J!Ii土6Jl 24日、 B病f;!;f:は6Jl 27 Ef 

iこ感染したものと考えられた。

鉢植の穏では 6)J 24 Iヨiこ感染した病J;tfの数は 27El 

のそれより著しく多いが、 i報場における A病rAf:の数も

B病王をより HJ]らかに多い。したがって 6JJ 24 ［）の気象

条件は 6月27日に比較して感染に好適で、あったと考

えられ、 Jj'(ffjにおいた鉢植の稲の発病により感染好適

気象を検出できるものと考えられた。

関口ら 116）の方法によって推定すると、 A病玖｛のi｛！，＇伏

期間は 7日となり A病斑l土日病J;¥］の伝染ii日（になり得

ない。したか、って A、B病fJf:はともにそれ以前に千Tif

したうを病1涯を伝染源にした娘病斑と考えられた。発病

中心株に A、B病斑の発生数がとくに多いのは、その

株内に者病坊が伝染泌｛として存在していたためと考え

られる。

伝染源を持つ材、における娘病斑の発生街）支がとくに

治！j＼，、という以t：の観察結果によれば、老病1涯を 2館以

J A持つ発病 1f1 ，~、株内には、さらにその伝染源の存在が

推測される。しかし発病中心株を分解調査しでもワ

ラ122）は発見されなかったから、その伝染源はさらに古

い］縫いもち病珂て凶ある可能性があり、これを病玖IXと

する。

発病中心株に l筒だけ存在した老病斑は、他の稲料；

中に「~Ttlc.っした病政i Xからか、1たしたものと考えられる。

l株に 1筒の老病均を持つ株は他の事例もふくめ 5株

で、あるから、そのうち葉fj(jいもちを）＇；］つ 2株の／iめる

割合が高い。これは老病J):jが感染した fJの気象が感染

iこ十分好適していなかったためと考えられる96）。

また、 17箇の発病11＇心、株とはおに、老病 J):Iを持ちな

がらその株i々に娘病Z誌の発生がほとんどみられない 2

株があった。これらは1i1J~ Lも老病弱ーが横臥した F梁の

葉身尖端部に着生し株外にはみ出していた。しかもこ

れらは仰れも他のJ干のl明瞭な発病中心株の近辺に存主

した。したがってこjしから仙の株への伝染状況は11Jjら

かでなかったが、稲株J十lにおける伝染源（病斑）の位

置がその株内における娘病弱の数に及ぼす影響はかな

り大きいものと考えられた。

老病斑の感染H寺却jは少なくとも 6Jj 21日より 1伝

染環前、すなわち 6月 1'1fl 以前と考えられ、 X病坊の

感染時期はさらにそれ以前となる。徳永ら 140）によっ

てズリコミ葉数から考えると、 6月 10f]頃にはすでに

発病中心株に病f)lが存主i：していた 1'J能性が：考えられ

第2表 6月下旬～7月ヒ句における葉いもちの日5.Jlj感染病斑数

Table 2. Number of infected lesions on potted rice plant of successive batches 
exposed to fungus in the diseased field during 24 hrs in each day from late June to 
εarly July. 

i爆露月日
Date exposed 

100葉当り病斑数
Number of 
！日当ions
per 100 leaves 

l時三氏月日
Datぞ exposed

100 ~~当り病斑数
Number of 
lesions 
Pげ 100leaves 

21 VI 

。

29 VI 

。
a) ( ) は紫色百いもち。

22 23 

。 。

30 1 Vil 

。 。

24 25 26 27 28 

8.9 。 。 0.8 。

2 3 4 5 6 

。 1.8 0 8 .5 0 
(1. 2）α） (O. 6）α） 

a) Numerial in parenthesis indicates number of lesions on lamina joint. 



る。したがってその時点には少なくとも病斑 Xは存在

していたと考えられる。 一般に親病斑の数は娘病斑よ

り少ない。また 6月上旬という早い時期に発生病斑数

が多いと茎は生育停止に近い状態になる 140）。しかしそ

のような茎はみられなかったから病斑Xの数は多く

とも 2 3簡と考えられる。

本調査の終了後、目立、13日にさらに新しい病玖［C及びD

が発生し、その水田のほとんどの株が発病するに至った。

以との結果から本観察沼における葉いもちの伝染過

程は第 2図のようになる。すなわち葉いもちの伝染は

極めて断続的であり、分けつ期における擢病性品穏ナ

ツミノリの場合、葉いもちはその伝染問数がたとえ少

なくても、 l～数箇の病斑を伝染源（第 1世代）として、

2回の伝染環を繰り返すことにより、すなわち伝染第 3

世代目には、畦畔からの観察によってでも発見できる

ほどの病斑密度をもっ坪が形成され、伝染第 4世代目

；こはこの坪が発病の中心となってE習場全面に葉いもち

病斑がゆきわたることが出来るものと考えられる。

第1悶によればA、B病斑の分布は発病中心株を中

心にしてやや北間に偏っているが、これらの感染日で

ある 6月24日、 27日の夜の風向が南東であったから、

これによるものと考えられる。調査した発病箇所の大

部分はこれと同じ病斑分布の偏りを示していたが、 1

例のみ、南西方向に偏った分布をしている事例があっ

た。この水田の北東方向には、これに接して段差約 50

cmの高さの道路が設けられていて、王子が道路iこ近接

していたから、風の乱れによる偏りと考えられる。

2. 人工接種により生じた病斑からの伝染過程

園場に人工接種した病菌を植付け、これからの葉い

7 

もちの伝染過程を調査した。

〔材料及び方法〕

4月3半旬、畑苗代に播種し育苗した水稲品種ナツ

ミノリの苗を、 5月3半・1iJに調査l開場に株間 22目。 cm

の正方植をした。 1973年は 2.5a ( 4目5×54m）、 1974

～1976年は 6aの調査国場を供試した。肥料は元肥と

して化成肥料（13: 13 . 13）を 10aあたり 40kg施し、

さらに 6月T匂～7月上旬に 2[ilJ硫酸アンモニアを 10

aあたり 5kg追隠した。この盛場を 3～4の区画に分

割し、人工接種により 1箇の葉いもち病斑を形成させ

た病苗を 6月初日に各区画の中央の株に添え植えし

伝染源株とした。ただし 1973年は病荷を 6月25日に

添え植えし、 1975年は病斑2筒をもっ病苗を使用し

た。接種に使用したいもち病菌は北陸69-009(N-4レ

ース）である。その後、接種した病斑からの伝染状況

を常時観察した。娘病斑力発生を認めた時、その病斑

数の最も多い伝染源株をえらび、その属国iこ第3毘iこ

示す下記の調査区を作り、 1B震きに株毎に発生して

いる病斑数を数えた。すなわら調査区は伝染源株を中

心にタテ・ヨコ 5株ずつ計 25株を A区とし、さらに A

区を中心にした 17株四方の区闘のうち A区を除く部

分を B区とした。さらに B区を中心にした 41株悶方

のfR画から A、B区を除〈部分を C区とした。調査株

数は A区では 25株、 B区はタテ、ヨコ 1株おきに計

72株、 C区は 3株おきに計 96~朱である。ただし 1973

年の B、C匿、訪日年の 8区はよと株数がやや相違

した。また 1976年は C区を設けなかった。1977Sf.は調

査区を簡略化し、9株のナツミノリを正方植しその中央株

に病苗を添え植しAg区とした。 1978年は事故のため、

6月24日にササニシキに自然発生した病斑から伝染状況

A 病斑
( 6 )J 2411) 

C 病 斑
( 7月31ゴ）

Fresh lesions I 

:tu：之された伝染源の病夜 老病彦経 ／ 

Young lesions 
(24 VI) (3 VJ!) 

1 G!l HiJまたはそれLl1W

Assumed inoculum source 
(early June or before) 

ート 矧 17Ei以前） ／ 。Idlesions ¥ 
(before 17刊）＼

B 病斑
( 6月27日）

Younger lesions 
(27 VI) 

D 病 斑
(7M5t:J) 

Fresh lesions II 
( 5 VJ!) 

第2図 葉いもち初発生田の坪における伝染過程の推定
）はそれぞれの病斑の推定感染日。病斑の呼称、は本文参照。

Fig. 2. Assumed infection chain in the focus that had first occurred in the paddy field at 
Akita Agric. Expt. Stn. in 1967. Estimated infection period of each lesions are 
shown in parentheses. Kinds of lesions areεxplained in thεEnglish summary. 
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第3図

調査区
Subplot 

業いもちの伝染過程調査における試験区

凶i手議三塁区の約 4分の lの面積を示す。二重

丸は病Inを添え結えした伝染源株、黒iしは認を

株、ノト点i土調査株以外の株を示す。実線はそれ

ぞれ誠査区A、B、Cの境界である。

Fig. 3. Diagram of th巴 plotwhere incrεase and 
spread of leaf blast were survey巴din 1975, 

showing about one fourth of the area of the 

plot. Double circle indicates the hill that 
diseased seedling had been planted in 
contact with. Solid circles and small dots 
indicate hills surveyed and hills not sur二
veyed, respectively. 1、he lines show the 
bord巴ramong subplot A, B and C. 

を7月4日から調査した。それ以前の伝染状況につい

ては他の調査結栄から推定した。

何れの年にも病斑が著しく増加してそのため調査が

凶難になった時点で、 A、B、Ci乏のJI原に調査を打ち切

った。病斑はpg・ypg・bg・ybgの感染型2）のものを対象

にして調査し、出現まもない径1～2mmのW、gの病

斑は生長をまって次郎に調査した。

〔結果〕

1) 病斑数の増加過程

第 4函に 1973～1978年の各議査時期に各調査jえに

発生存在していた総病斑数を対数日盛でフjミした。これ

によれは＼年により病斑数の増加傾向は趣を異にする

が、共通する点は増加が階段的であることである。ま

た伝染源株に近い調査区はど、調査株数が少ないにも

かかわらず病斑数が多い。

第3表には調盗日に存在した病斑数と、その 2目前

の病斑数との比率を病斑の増加倍率として示した。こ

こでは各年の統ーをはかつて、 A区では伝染源株を含

むその周閲 9株の総病斑数を用い Ag区とした。これに

よれば各年とも病斑の増加倍率は時期によって明らか

に異なり、 lから 30倍以 kに及ぶ。また同じ臼の増加

lニ4::
~三一

L 
i：：乞；

3 f A ' I 
I • ~戸 C

:t~ むしγτ一品－9τγ1アー

ー／／

13 
百

第4図 人工接種病斑から ｛id~ した－集いもち病ゑi：数の
惟移 接持病斑数は 1筒，ただし 1975iドは 2

向。 1978；ドは自然発生病；斑 1筒を伝染源にし

た。 A、Ag、日、 Cは調査｜支を示す（本文参照） 0 

{!< ,i式r¥-11lillJ土1973～1977:fドは寸ツミノリ、 1978

年はサザニシキ。

Fig. 4. Increasing process of leaf blast lesions 
infected from artificially inoculated lesions. 
From 1973 to 1977, a lesion was us日dfor 
inoculum source except in 1975 when two 
lesions were used. In 1978, the inoculum 
sourc巴wasa natural infected lesion appear也

日don 24 VI. A, A9, B and C show n日meof 
subplots explained in th日 Englishsummary. 
Broken line was drawn by estimated values. 
Ricεvariety used for the experim巴ntswas 
N atsuminori except in 1978 when Sasanisiki 
was used. 

倍率；土、 Ag、B、C調査区の間で多少異なっているが、

増加の緩急、は同じ時期に認められる。

以上ーから病斑数の増加過程には切らかな急増殿、神Vi

増Jtfjの存在が認められる。

2) 病株の増加と分布拡大の過程

病株の増加と分布折、大の過程の l例として、 1974年

の調交結巣を第 5図に示した。図の（ I)はA区の株毎

の病株増加状況を示し、（II）は A、B、C区の全面にわ

たり、伝染源株を起点とし、格子状にタテ・ヨコ 4i朱

勾；にとった計 121株について示したものである。 6月

初日の伝染は伝染源株内のみに限られていたが、 7月

2日には主に A区に認められると共に、 B、C区内にも

病株が若干ながら散在している。 7月4、6日には AIZ

l々の病株がさらに増加し、 B、Cl豆でもゆるやかながら
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第3表 人工按種病lfEから伝染した病斑の 2[! 毎の増加倍率α）

Table 3. Increasing rate al of number of lesions during each 2nd day when blast was infected from 
artificial inoculum source in巴veryyears from 197 4 to 1978. 

:ti三 調査！玄b）調査株数
No. hills 

Year Subplotbl examined 

1973 A

B

C

 

調査月日及び j省力日倍率

Date of examination and increasing rate 
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B 

1977 
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A
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「「

υ）
 

1
 

（
 

1 VII 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

Q
d

つん

ρ
り

η
I
a

ハ
叶
d

(2) 6.5 2.6 1.2 1.2 5.6 2. 7 

(1) 2.0 1.0 9.5 8.5 1.8 1.5 

(4) 1.0 1.0 8.5 3.9 1.8 1.4 3.9 

30VI 2 VII 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

9 

72 

(1) 4.0 1.0 Not increased 1.0 4.5 5.4 1.4 1.4 

(2) 1. 0 Not increased 1. 0 1. 0 31. 5 2. l 1. 7 

6 VII 8 10 13 15 17 19 21 

ヲ（1) 15.0 1.3 1.4 1.0 1.9 1.2 1.3 

30VI 2 VII 4 6 

9 (1) 39.0e) l.Qe) 1.3 1.8 12.3 1.4 1.1 

a) 病斑の増加l倍率二x;/x,.1、x,.f;ti日の存夜病斑数。 b) 本文参照。 c) ( ）内は最初の病

斑数、Ag［玄においては按種病斑数。ただし1978年は自然発生した病斑数。 d) 7月9[Jに対する増加倍率。

巴） 推定値。

a) Increasing rate=x;/x,.-1. x,. Number of lesions on i-th day. b) See English summary. c) 
Number of initial lesions is shown in the parenthesis. In subplot A9, number of lesions inoculated 
artificially is shown except in 1978 when a natural lesion w乱Sused. d ) Increasing rate against 
9 VII. e ) Estimated value. 

増加している。このように 7月2日から 6日までは病 拡大期を第 41:XI、第 3表と対比すると、病HJ数の急増

:f,¥fの増加が緩慢でおあったが、 8日になると A区の全株 期とその時期がー致している。

が発病すると共に、 B、C区全面に病株が急激に分布す 第6凶には 1973～76iドにおける谷調交区の病株率

るようになり、 10日には B、C区内の病株が激増した の増加過程を示したが、これには伝染源（第ーイ止代）

。そののち 16Iヨまでは増加が緩慢で、 19日になって から伝染増帰した病斑の、推定される世代の期間jをも

全株が発病した。 図示した。これは関口ら11川こよって平均気温から潜

以上のように、病株数の増加とその分布拡大の傾向 伏期間を算出して推定した。

も病斑数の増加と [PJ様に不連続で、その急増黙や分布 これによれば、それぞれの譲査区における病株率の
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第6国 人工接穏した病斑から伝染した葉いもちの、

各調査区における病株主存≫..ぴ病株当り病斑数の

増加i状況 A、B、Cは調盗l豆、実線は病名｜と卒、
破線は病株当病約数をぷす。 II、III、IVは伝染

II上代数、下線はそれぞれの世代の期間を示すo

Fig. 6. Increase in percentage diseased hill (solid 
line) and number of lesions per dis巴asedhill 
(broken !in巴） in the paddy field infected from 
artificially inoculated lesions in each sub 
plots. Bars under II, III and IV indicate the 
durations of each infection generations, 
respectively. 

(II) 

「n 寸＇可 Trl I 

2寸寸-rt'I ITTγI 

30 刊仁日E口篭主主主口 10 w 

刊盟
四田
醐

）
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（
 

日明田

~［開
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19 ¥II lll 
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刊

る。

1974年、 1975年において、 A区の病株I｛；の急増j矧

は伝染第 2世代期にあらわれ、第 4図、第 3表にみら

れる最初の病斑数の急増期と一致した。 B、C区では A

lメーの病株半の急、哨WIに病株があらわれ、 ffITlli.の急増期

は病株出現後 6I］以 Lすなわち伝W!第 3～4t止代期に

あらわれた。

したがって各調査l互において病株主転が90%以上に

到達したのは、 Al互においては伝染第 31止代初期、 B、

c iz：においては第 4世代期に認められたが、 19711j0の

B l乏のみは第 3t止代期間中に 90%以仁に到達した。こ

れは第 2世代初期lに他の年よりやや多い病株が現わ

れ、その直後に急増期をもたらす感染が 2日連続しで

あったためと考えられる。（第 6図・ 17['2?1) 

1973年、1976if・にも伝染第 2世代期の病株率の；憎加

期に B医に病株があらわれた。1976年にはのち乾燥し

より長〈伝染が停滞したため A、B包

にはほ、問II寺に急増期があらわれた。

3) 病株率と病株当病斑数の関係

第 5悶 伝染源となった株からの葉いもち病f/¥Eの分布

拡大の過程（1974)
］区画が H米を不し、向い区画が健全株，黒い

区画が病株である。（ I ）においては伝染源株（6
月初日の病株）を中心にして Alまを示した。

(II）においては伝染源株（同上）を中心にし A、

B、C区を通じ 161味付に 1株の調査結巣。小央

25株をかこむ太線ItB区と C区の境界を示

す。

Fig. 5. Spread of diseased hill from artificially 
inoculated hill in 1974目 Eachsmall hollow 
square and solid one show a healthy and 
diseas巴d hill, respectiv巴ly. Small solid 
square on 30 VI indicates artificially 
inoculated hill. In (I), all 25 hills in subplot 
A are shown. In (II), each small square 
indicates every 16 hills examined over the 
subplots A, B and C白 Thebold line enclosing 
25 small squares in (II) shows border 

between subplots B and C. 

増力！H土、その初IJJJ:JJは緩慢でのち急増し、 6～8I二｜間で病

株i｛＇＼がほとんど 90%以上に述している。まだこれら

各｜互の病株ネの急、地；如土、第 4 同，第 3~主に示した病

均数の急増JJ:JJとはは A 致している。

このように病株本が短期間で 90%に歪lj速するため、

各調査区の病株主ドの増加l過f＇~.Iこは病斑数のような階段

状の増加i回収は現われにくい。しかし 1975年 A区及

び 1976年A、B区にはそれがI切らかに認められてい
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第7醤 人工談機病玖よから伝染した葉いもちの病株率

と病株当り病ヌi数との関係
(I)の曲線は長複感染変換表（Gregory1948) 

にしたがって[iiflかれ、（II）はその 2.5俗値。 o:
A 区、•； Bl王、×； Ciメ。

Fig. 7. Relationship between p巴rcentagediseased 
hill and number of lesions per diseased hill in 
each subplots in each survey time from 1973 
to 1976. The solid curved line (I) is drown 
after the table of Multiple-infection Trans-
formation by Gregory (1948), and the broken 
curved line (II) is drown on the values 2.5 
times as large as Grεgory's ones. o , 
subplot A, 411 , Subplot B, x , Subplot C. 

れる。

病株主fiが90%以上に到達した時期の病株当病斑数

の変動が極めて大きいのは、病事｜ミ率がそれに到達した

以後、急増期があらわれたかどうかによるものと考え

られる。

ヰ） 葉いもちの伝染過程と伝染世代及び急増期

言：j2項；こより菜いもらの病勢進展と伝染世代及び急

増期の間には僚級な関係があるように考えられた。そ

こでこれらの関係について検討した。第 4表に各調査

lベにおける各年の伝染第 2、3世代米英rJ発病状況を示し

た。これ以前に調奈が打ち切られた調査区については、

各調査区間の病斑数の推移に相関関係が認められるこ

とから、これにより推定した。1973年 B、C区及び 1974

年 B区は調査株数が異るので他の年に株数を併せて

後算した。ここで云う念、土台期は感染倍率 10倍以と径約

またはこれに柁当する病lXf増加郊でJうる。

第6図には各調査区における病株当病斑数の推移を

も示しである。これを詳細に観察すると病株率が90%

以下の時期lの病株当病斑数はほとんど 5ケ以下で、病

株率がこれ以i二に増加した後に急激に病株九病J;¥J数が

地力IIするように認められる。しかも A[2<：のJ材料、当病

JXE数の急I特別は I3. c 区の病株4~の急増期とはとんど

！日Ji時一て、ある。この傾i'uは 1974・1975年に極めて明瞭で

ある。 1973ifはAiどに必ける病株当病斑数の念、治Jtl]

に、病J）！多数のためこの言/f,j交区の（説査を打ち!JJった。

したがってこのq・にら lごと［t什：長の｛頃11りがあったのであ

る。

以lのように弁訓五｜メゐにおける病株当病J}E数の増加l

J土、はじめ緩やかて、のt）急、j将したが、その急、消却jl土約

十手｜と本の f~1、j判JUJ より少（とも 6 1::1以上、すなわち 1世代

相当期間以上を経てあらわれた。したがって各区の病

株主3病姥数の急J普j出土 1976年は別として A［互におい

ては伝染第 3世代、 B、CK；こむいては第 4栓代以降に

認められた。

次に約十止命1と病十本当病斑数の関係を各調査民会jに第

7 12<1に示した。｜玄I1[1の！HJ線は Gregory"1による重複感

染変検 （Mulゆle-infectionTramformation）の表から

作成したもので、病斑がポアソン分布している場合の

病株率と病株当病粧数の関係曲線である。

これによれば何れの調査区の点も、この曲線を下｜浪

にしてその上方lこ分布しているが、 A区の点の分布範

罫iが最も広い。お、 Ci互の分布範密は相似ているが、 C

区のそれがやや狭い。病株率的%以下の区域において

B区の分布範囲の上限は！Hi線が示す値のおよそ 2.5併

であり C区では約 2倍である。このことは病斑の分布

出がAl豆において最も集中的で、 C区が最もポアソン

分布に近いことを示している。

各調査区における病株率の増加は、主としてその調

査区に現われた前世代の病斑を伝染源にして行われる

ものと考えられる。この場合、 Ai又の病斑分布が最も

集中主（りなのは、 i可区が 1 株の伝1+：：滋株を •11心にしてそ

の雨積が極めてノj、さいためと考会えられる。 C区におけ

る分布型が最もポアソン的なのは、調査区面積が最大

であると共に前世代にあらわれた病斑数が少いので、

伝染源で、ある病斑当りの伝染可能な而積が最も大であ

るためと考えられる。すなわち伝染源から飛散する比

較的分散した病菌によって調査反内の伝染が行われる

ためと考えられる。勿論A区から B、C区に飛散する

病務による病斑の増加も無視できないが、この場合に

もAIRからの距離の相違による分散の影響が考えら



第4表 人T1安係病斑から伝染した第 2LH：代、第 3世代未則の各調査尽における葉いもちの発生程度

Tab！巴 4. Incidence of leaf blast in the late stage of 2nd and 3rd g巴nerationinfected from artificial 
inoculatεd lesions in each subplot. 

12 

伝染世代 年月 iI 急j治則の有無各lズの総病斑数 各区の病株率各！又の病株当り病J}E数
Gen日ration 、 Averageno. lesions 

of D日te Rff0> in th巴 Totalno. lesions ~ diseased hill per diseas巴dhill 
infection generation in subplot of m subplot of in subplot of 

A, B C A B C A B C 

7 VII 1973 j！県 not 13 4 cl 0 cl 16 7 0 3 1 0 

4 VII 1974 千j exist. 69 10 cJ l 56 14 1 6 1 1 

7 VII 1975尚ヂf exist. 42 2 4 56 1 4 4 2 1 

16 Vll 1976 $票日ot 4 2 12 3 2 1 

13 VII 1977 ;(if εxist. 27 

6 VII 1ヲ78 11 εxist. 48 

15 VII 1973 千f exist. 275 "i 106叫 zgc) 100 57 25 13b) 3 1 

12 VII 197 4 if exist. 3778 "> 776 ci 227 100 100 85 229 "1 11 3 

15 VII 1975 "1 有 exist. 1329 bl 228 239 100 86 84 69 "1 5 3 

22 VII 1976 有 exist. 138 130 96 55 8 3 

21 Vil 1977 無 not 80 

15 Vil 1978 有 exist. 1730 

a) 調査KA，、 A、B、Cについては本文参照。 b) このほの調査rj1Ji・ムのため、 B区の調査i値から推定

した。 c) イl~の捌査＇F との均衡｜：、 B、 Ci支の調査1c市をそれぞれ 72 ）除、 96 株当りに換算した。 d) 

抜純子丙斑は 2f苦Iof也の＇fl土1箇。

a) Subplot A,, A, B and C are explained in the English summary. b) Estimated value based 
on th巴 datain subplot B. c ) Values are converted into the number of lesions per 72 or 96 hills 
in subplot B or C, respectively, becaus巴actualnumb巴rof hills surveyed i口eachsubplot was different 
from ones in the other years. d) Number of lesions of inoculum was 2 but 1 in the other years. 

e) RIT is increasing time when degree of multiplication rate is high (III 1). 

2世士1-¥';

2nd 

3 t止代

3rd 

おの；集いもちの増加過程にある範囲で定の傾向が認

められた。このことは業いもち進展の予ilJIJやi功徐開始

裁を考察する場合iこ参考になるものと考えられる。

5) 伝染勾配

Gregory＇勺土、｝量~ij某性または虫媒性植物病害の伝染

勾配に関係ある既往の研究から下記の経験モデル式(l)

～（7）を挙げている。またいもち病の伝染勾配について

Kiyosawa et al541は（8）式を、 Lambertet aF'lは（9）式

を悦不した。そこで著者の調査結果について、これら

のモデル式に対する適合を検討した。

A十Blogx W olfenbarger2n 

A十BlogxI C/x 

yニ 100/x2

yニ 100(1十A)'/(xイA)'

y = Ae Bx112 

logyニ A-IBx 

II 

Wilson & Baker271 

Gregory & R巴ad211

II 

Bateman271 

y 

y 

①

②

③

④

⑤

⑥

 

これによれば、各伝染世代における急増期のんらわ

れかたが河 Aのifの、 f<iJ ·~湾査E更に必けるそれぞれの

世代末期における発病程度（総病対i数、約株卒、病株

当病弱数）が互いによく似ている。

ここで、 1974 i［＇.の第 3世代末期の病玖i数がとくに多

いのはがI述の通りである。 1975年も 1974 ifと同様に

第 2、 311上代lこともに急増J~Jがあらわれているが、この

年は病斑 2ケを伝染源にしている。このことを考慮し

ても第 li止代別に急I曽!VJがあらわれなかった 1973年、

1976年に比較して A，・A区の病斑数は多いと云える。

しかし B区においては前lfドのそれと匹敵するといわ

ねばならない。こ jjまおそらく 1975ifにおける第 2

世代期の病斑数が、 Ci互に比較して B区が少いことと

関連するものと考えられる。すなわち 1975ifーの Bl互

の病斑数が比較的少いのは実験誤差と考えられる。

以上のように急増期の有無を考慮、すると、伝染i世代
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⑦ logyエペ→ Blogx

⑧ yご AcBx 

Wilson & Baker211 1受託しなかった。

Kiyosawa et al刊 lfJし、た調交結果は、 1974、1975年の伝染第 2111：代初

⑨ y = Ae-Bx" Lambert et al751 期までの、伝染源株から北問、及び南東方向のもので

y：伝染源からの距開i刀IJの病il,¥f:需度（病J)J.数／株）

x 伝染源からの距離（cm)

e 自然対数の底

A、B、C、n ：定数（記号は著者による）

計算に当っては、各式を下記のように変換した。

① yご G blog(x十1)

② yニ a blog(x+l)+ c/(x…I l) 

③ log(y+l）二 a 2log(x+l) 

④ log(y【十1）二 d十2log(l+d)-2log(x-Id) 

⑤ ln(y+l）ご a-bx;, 

⑥ log(yl 1) =a-bx 

⑦ log(y十1)= a--blog(xトl)

⑧ ln(y+ 1）二 G bx 

⑨ ln(yート1)二 a bxη 

ここで＠式は計算が複雑で、為るから検討の対象から

除いた。また③式と⑦式、⑤式と⑨式、⑤式と③式は

数学的に同意義のものであるから③式、⑤式、⑥式は

ある。これらに対する各モデル式の適合の良百は！HJ -

傾向を示したので第 5表にその］例を示した。各モデ

ノレ式の適合を決定係数 r2(R2）の高低、伝染源、株上の

病泌；数の推定値？。、及び病斑数y=cOの株の推定位置

文。の正石~i きを指標にして検討すると、これらの 3 点、が

ともに揃って優れているのは⑨式である。他の式も決

定係数はかなり高い値を示しているがれまたは文。が

著しく実illiH直から闘っている。

第 8 表 iこは 1974:ff7 月 2～訪日の毅r~1の調査結果

に対する⑨式の適合状況を示した。伝染第 2世代から

伝染第 3世代j切の漸増！trlである 7月6日まで、の決定係

数は著しく高い。急、噌j¥JJの7月8日に決定係数がやや

低下したが、それでもかなり高い値である。各調査時

期における丸、主。も実illU値 y。、 x。に様めて近似してい

る。 bの伎は 7YJ8l'lにおける変化が大きく、伝染第 3

佳代j拐の急増期に bが 1時的に大となっている。

調千五結果及び⑨式による rH1線｜仁fl帰を Jt11lU~＇J数 r=i 盛岡

第 5表 伝染勾配lこ関するモデ、ル式の適合！支の比較（1974'f7月1011伝染源から北西方向）a) 

Table 5. Comparison among fitness of some disease gradient models against 
author’s data (northwestεrn direction from inoculated hill, 10 July 1974)al. 

モテ、、ノレ式 r2(R2) α b じ n ダ。／Yo f。／XoEquation of mode)bl 

(1) yニαblog(xl 1) 0.890 687.l 298.0 0.9 0.5> 

(2) y ＝ α －（~~1) X十1)
十c/ 0.983 286.5 118. 9 508 1. 0 0.6> 

(7) log(y÷1）二
0.902 3.248 1.038 2.2 3.0> a-blog(x→1) 

(8) ln(y→l)=a bx 0.765 4.949 0.012 0.2 1.0> 

(9) ln(y－卜1) a bxn 0.960 6.785 0.628 0.38 1.1 1.2> 

a) Y, Yo，ヌ。；それぞれ、伝染源株から xcmはなれた株の病斑数、伝染源株上の病球数

及びy。の推定11立。 X, Xo, Xo，それぞれ、伝染源株からの距離、 y=Oの時の伝染源

株からの距離及びXoの推定催。 ずz,R＇，それぞれ相関係数または蒙相関係数の 2乗

（決定係数）。 標本数， 7,Yo二793,x。＞450cm。

a) S戸nbolsy, y0 and Yo indicate number of lesions on the hill at a distance of x cm 
from hill having inoculum source, that on the hill having inoculum source and 
estimat巴dvalue of Yo, respectively. x, x0 ar叫ん indicatedistance (cm) from 
inoculum source, valu巴ofx when y is zero in the equation and estimated value 
of x0, respectively. r2 or R2 indicates square of correlation coefficient or mutiple 
correlation coefficient. Number of sample is 7. Yoニ 793. x.。＞450cm. 

b) (1), (2) Wolfεnbarger (after Gregory 1973). (7) Wilson & Barker (after Grεgory 
1973). (8) Kiyosawa et al. (1972). (9) Lamb巴rtet al. (1980). For (3), (4), (5) and 
(6) which are given on this page, see English summery. 



第 6表 Lambertのモデル式 ln(y－卜1）ニd bxn（こ対する時期別伝染勾配の適合状況a)

Table 6. Fitness of Lambert’s model, ln(y + 1）二a bx", against author’s data in the 
2nd and 3rd generation of infection in 1974") 
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3. 考察

〔坪状発生とその拡大〕

農試IIDI場内の葉いもち初発生！日の鋭祭から明らかに

なったことは、稲株内に存在する老病斑を伝染源にし

た』良J内政Lの壬士イJJl土砂1らかに集1j1的であるというぷ1、であ

る。娘病斑の'/f,'J支は伝染源となる病J;t「をもっ発病1cj:i1G、

株が最も高〈、それから遠ざかるにつれて病斑密度が

低くなり、 FoculOutbreak'03lと呼ばれる状況がl切らか

である。この訳誌を「坪状発生j と Pf～＼；•こととする。

清沢52）もこれをfツJ示、の発生 jとしたが、輪郭のiザj際な

j、どイロウン iJの｛王子約れ50)Jと異なり周辺の；境界が不

明様である。

坪を絞察してう主つ羽られたことは、主H土；H説的jtJJを

異にする絞られた料類の病斑によって構成されていた

ことである。これは秋山県の 6月の気象が必ずしもい

もち病の伝染に好適していないため、その伝wが断続

的に行われた結果と考えることも出来る。しかし 1973

可ーおから 6iド問、 l団jおに病1l'iを実験的に柄えつけて観察

した 6}] 20 Iゴ～ 7月 20E ！の期間の病斑土台力IJ過程に、

I切かなj言、増則、漸I削ワjが認められ、階段；犬に病斑数が

唱力IIして行くことが生11られた。このことは葉いもちの

発生期間を通じて Fl旬ごのJ感染誌に者るしい変動がある

ことを示唆する。

急増j弘前［増寸IJJの存在は病林の増加i遇税にも認めら

れた。病斑数の；；）、増J切には病株数の増加や分布拡大も

表によって第 8図に示した。この凶において nは

ln(y－ト1）二α－bx＂と ln(y+1）二d ax／んの帰りの程度

を示す定数で bニα／ionであるから、 nが 1から遠ざか

るほど I二の隔りが大となる。

第 6表からうかがわれるように、 nの値は 7月8日

に｛~1下し同時に G二 ln(yo 十 1）、んのイ直が大となってい

る。これは伝染第 3世代期の急増期に伝染源株上で著

しい病斑数の増加がみられ、同時に極めて低密度なが

ら伝染源株から遠い距離まで病斑の分布が拡大した第

8図の状況を示すものである。
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第 81ヌ｜ 伝染勾配に対する ln(y十1）二a bx＂の適合状
況 (1974年南東方向） A , 2 VII、o, 6 VII、
e 8 VII。

Fig. 8. Fitness of Lambert’s equation, ln(y + 1）二
a bx", against author’s data (southeastern 
direction from inoculated hill, .A, o and • 
indicate data on 2, 6 and 8 July, respectiv巴ly.
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者しく、 i'FfrJ出切には少なかった。

Van der Plank'03Jは、 J;'f-内の病Jjf密度が高まる伝染

と、病斑の分布が拡大する伝染は lつの現象の 2側面

であると述べているが、持者の結巣もこれと同様であ

った。すなわち漸増期には、坪内でゆるやかな病斑密

度の増加はみられたが、病斑の分布拡大は極めて少な

い。急増期には伝染源の近辺で病斑密度が著しく高ま

るが、同時に低密｝主；ながら総Jj;j分布の拡大も者；しかったc

急増郊に分布拡大した洞:FAEを伝染源iこして、次i世代

の伝染か、行われ娘のがFを形成し、急増野jに紛の坪と融

合して坪が拡大する104）。このようにして築いもちの坪

は順次、拡大生氏して行くと考えられるが、著者の観

察調査によればそのJ広大の速度は著しく大である。

すなわち各伝染｜止代に，急増j切があらわれる fl寺は、病

斑 1～2ケを伝W!11!Y、にして、第 21仕代末期には 1m2程

度の坪を形成し、第3世代末期には最初の病斑をとり

まく約 l0m2の諮問の 80%以上の抹が平均数箆の病

斑をもって綾子九した。第 4i1世代期には殆んどの株が数

十倍の病斑をもつようになると考えられる。これは 6

aの闘場に 10m2の調査区を設けて行われた擢病性品

種ナツミノリにおける実験的な坪における伝染過程で

ある。

上と lliJ ·rll~＊立を栽上告した国場に自然状態てい初発生し

た坪の観祭 (II1）では、伝染第 3JIH¥;Jl;JJ Iこ2×0.8m2 

のi守が形成され、第 4JlHU切に｜劇場のほとんどの株が

疑終し、その拡大過不よれま上と 1t±I：代の松途があった。

しかしこの場合は伝染第 2!ti：代j切において発病~1：心株

内に｛革かの病斑がtfイビしたにすぎず周回にほとんど伝

染がみられていなかった。すなわちこの場合の第 2t止

代j切には急増期があらわれず、その）1~］J'lEはほとんど伝

染源の継代的役割を巣たしたにすぎないと考えるなら

ば＼自然発生のl＇ドと実験tiせな坪における拡大過税は綴

めて良〈 ・3&したとi：える。この十）］発生！日の坪は約 15

aに17筒認められたから、初期の伝染源密度は尖験的

J"[i-めよ場合と概略ひとしい。

以ヒのように主主いもちの伝染過程を考察する際に急

増刷と伝染世代に注目する必要があることがわかる。

1965年は低iii，のため、極めて葉いもちの｛云l認とが少な

い年であった58）。この年の秘ばらみJtflに秋Ill県内の巡

i百］rj1に発見された坪の多くは駆めて小山て＼その1f:i1λ

にかなり発的程度の高い発病1-11心株が観察されたが、

1:.iiJrmへの病斑の飛散が極めて少なかった。当時著者は

この年の少発生の庶民を究明できなかったが58）、これ

は前述を参考iこすれば、当年は急増JJ:Jlをもたらす気象
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の訪れる Ir~数が少なかったことによると理解される。

来いもちの111.Jりl発生がその年の最終的な多発作Aの1fi

I史的なI!；〔l犬｜に・1；：；にはなり得ないにしても24）、 1963:1ドの

秋IJI県における大発刊：の重要なIJ¥llλ！となったことは｜別

らかである＇1)0 tMJt)Jのまだ＼）＼）い分けつJUJに平均j!it;*・ 
があって、のち 6～ 10Iゴ1JJに念、1目見］が訪れて、｛え染ll上

代を ljlト代るく •Ii:.ねるのと然らざるj寺合の発生私：！交に

fえばす影＇.＇ 1＇＇う大きさは詰 IJi主てやl切らかである。 1978年の

予知！多発もこれに起［えしている55）。

これまでわがlliJでは、葉いもちの伝染過ねを伝染ti!

代にWJ；主して考察した1iJI究が極めてー少ない。しかし小

麦よl~~iJ1なにおいては Lambert111 、 Schmitt et al＇刷、

Bromfield '03！、小麦武妨州においては Zacloks1621、J同鈴

啓疫病において l3renchely121131など、欧米においては

古くから疫学的研究に伝染lり：代の概念が明什に取り入

れられてきた。

急増共IJのあらわれ万が等しい時、会伝染世代末期に

おける総病段数、予定株卒、病株当病斑数がほぼ一定の

値をとるということは、後で述べる「全般発生・急培

JJ:JJの予il¥IJJ正常L」を葉いもちの発生予察lこ！必用しようと

するとき rf¥:£?,gな参考になるので、稲の抵抗力にも配慮、

して資料の蓄積を計り病勢進展のモデルを作成するこ

とが望まれる。

〔伝染匂配〕

葉いもちが伝染源の周囲に坪を形成するのは、その

伝染iこ乞！配があることによる。伝染匂自己すなわち伝染

、数からのm：総と伝染病ゑiの密度との関係について、こ

れまで報告されている幾つかの経験的モデル式の科二者

の調奈結果に対する迎合を検討したところ、 Lambert

et al7'1の Yニ AeB♂を変換した ln(Y十1)=a bx" 

が最もよく適合した。

ヴJ鈴木1山、 IJIJJJ長ら46）は、 Wilson & Bakerの

log(y斗1）二 a blog(x+ 1）の式が主主いもちの伝染匂

自己に良く適合したことを述べているが、 xの単位を記

述していない。著者もこの式について検討したが、xの

単位を伝染緩からの「株数jで表わすとこの式iこかな

り適介が良かったが、 Gregory271 Iこ従って xの単位を

「cmJ で表すと、伝染源株jの病兆数や＃＼~~丙斑株の位

置の推定が劣った。 Lambertの式はこれらの検定にす

くれ、その推定値は尖illiH直と極めて良〈適合した。

以上は病斑が伝染源の！司岡に比較的述統して分布し

ている伝W;tJ配に対するものである。しかしながらこ

れとはちがって第 5凶の 7月2～6l::lの B、C区に見ら

れるように、 :L4C:I犬発生のiliくではあるが、 ftl1<7〕病夜と
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著しくかけ離れた所lこ病濯が孤立して分布する事例が

認められた。

この現象は決して稀なものではなく、 1973～ 1976年

の何れのifにも伝染i!JJ(株からの最初の急増JJJJ、または

これに準ずる増力11！切にこれが認められている。すなわ

ち病株がようやく伝染源株から隣J対米に移行したll寺、

伝染源株から 270～450cmの｜玄域にこれと同時に伝

染した娘病斑が孤立して分布していた。次jlj：代にはこ

の病泌が伝染源となって第 2次の坪を形成するから、

その区域における病Y):Iの増加過程に対して大きな影響

を与えるものと考えられる。伝染第 3世代期に冨場の

全株が発病し、 j手が融合する過程にはこの娘病王者の役

害I］がとくに大きいものと考えられる。

Van der Plank10•Jは伝染勾配には緩急、さまざまな

ものがあり、念匂自己のfi;Wlま:t'Vの拡大；こ役立ち、緩勾

何日のものは主Fから離れておiしい坪を）f-3J:fi;するのにf交立

っと述べている。急、勾自己とはI二記の病斑が連続IJ(Jな分

布をする場合に相当し、緩勾配とは著しい不連続な分

布に相当すると考えられるが、緩勾自己の｛i;Wが多くの

病害に認められる現象であることが知られる。

坪状発生や発病した取り置き占Jから、病Jjjの急増兵IJ

に聞j畦iill¥;しに隣接旧に伝染している状況が匝l場で観察

されることがある。 ll寺には数mから数十 mに及ぶこ

ともあるが、このような現象は次主主にも関連する。

以上の考察から、急増期には単に総病斑数が急増す

るのみならず伝染勾配も漸増期のそれと著しく異り、

病斑の伝婚が速くまで及んで病斑の分布を拡大し、葉

いもらの伝染過程に重要な役割を果していることがわ

かる。

〔波状発生〕

本研究で2つの急増郊の向婦が著しく大て料Vii詮Jtrlと

のおが顕著であったのは1976:ff.である。これは最初の

病斑が発生したのち長期間フ ε…ン現象が続いたため

で、これを別とすると通常は各急、地期の間関は 6～10

日である。秋旧県においていもち病が多発した 1963

年、 1971年の急増期はそれぞれ 7n 2日、 9fl、19日

及び 7月5I 1、12fl、20iヨと記録されている 3)57）。 1978

年は最近の来いもち多発年であるが65）、第 41'21にみる

ように急増期、 i車j；増期の別が著しく顕著で、ある。秋田

県においては、業いもちの著しい多発年であった 1940

{fにも、明瞭な急、士曽期があったことを島圧1ll8）が報告し

ている。このように葉いもちの多発年には急培期、漸

増期の別が顕著であるようで、しかもペコペコ詳細な観察

を続けていると、 k記のように特定の月 Flを挙げて急

:fif1ftJJを認識でやさるほど明らかである。

これまで葉いもちの急増WJについての報告は少なく

ないが、そのII斜切は1隔をもった！VHtlJで泳三されることが

多い。しかしながら太ll3ら99）、本間36）は病斑の急培月

日を挙げてその感染日の丸象条件を論じた。

松本82）は本川における来いもちの発生期間に、知ll苗

代において 2～3II i手に；之いもちの発生絞過を調査し

て伝染速度を算出した。 jーなわち極めていもち病の伝

染しやすい条件下の試験であるにもかかわらず、調査

期間全体を 律に取り扱うのが困難で、これを幾つか

の小期間に区分して伝染返！支を算出せざるを得なかっ

た事例を報f＇~ーしている。これらの結果にも病勢進行経

過が紛らかに階段状とみられるものが少なくない。

以j：のようにして、主主いもちの発生絞:iiきに急地獄、

断J＼喜男］がミ'J'.{tてすることは明らかである。通常、業いも

ちはこの急培i刻、漸増；見｝］を 6～10日間隔て＊i民り返し、

階段的に病斑密度を高めていく。その病斑の増力11倍子容

は2日間に 10倍以上に及ぶことは決して稀でなく、急

増期には病斑の分布拡大や発生i面積の拡大もみられ

る。したがつてこれは葉いもちの予察及び、防l徐の上て台

重要な現象と考えられるのてや、著者晶はこれを「J皮J伏発

lj三J( w,α似velikeIncreasiη：g98））と称した62)

Van der Plan！王103j；、「真の伝染速度（βasicbψc  

tion Rate）及び潜伏期間がー‘定のII寺には、見かけの伝

染速度 （A仲arentfηifection Rate）はその初期に大き

しのちゆるやかに波状的に変化するJと述べている。

これに引き続いてi戸Ul支は「（これは理論的な考察であっ

て）見かけの伝染速度が波状的進行を示すのは、人工

接穫して同時に発生した病斑に基づく伝wの場合で、

自然発生した病気の流行においては、見かけの伝染速

度はそれほど大きく変化しないj とした。

葉いもちにおいては、後で述べるようにその発生初

期に、 1つのよ也JJ全域にほぼ同時に病:IJ:］：が発生し、その

病斑から伝染が始まるので波状的i並行をとりやすいこ

とになる。

これに加えて、いもち病のj符伏期間はおよそ 1週

間116）で、またわが国の梅雨気象も約 1週間の周期で変

化しやすい100）から、両者が同調して急増、涼fr増の傾向

がいっそう顕著に、しかもすみやかに伝染過程を進め

ることになる。

Zadoks1621は小麦Z税制丙の伝染過程を研究し、それ

が波状的進行をすることを認め、これは滑伏期間の存

在と気象の影響によるものと述べている。のち

Oort081、Zadoks"31は病勢進行一経過をシミュレートし、
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各社代における病玖！の①潜伏期間が長いほど、②胞子 したものと考えられる。

形成,l¥JJ問が鋭いほど、③1H当りの感染倍率が出jいは Van der Plank1041はその後、自然発生の病害にも波

ど、顕者な波状的進行をとることを示した。ここで② 状的な病勢進行をするものがあることを認めた。現在、

は感染好適「iの11数を核したものともぶえる。③はさ 小麦黄金秀附162）、小麦黒鋳病106）、ホップべと病108）、大麦

きの真の伝染速度と同意義のものであるから、 うどんこ州105）など多くの空気伝染性病害でこの現象

Zadoksは前記の考察をシミュレ…ションにより誼I引 がみられている。
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葉いもちの全般発生開始期の発生実態

古lj一時3ーから明らかになったことは、葉いもちの伝染は

坪を）f－；成し、急増J切には病斑街lit.の著るしいj曽加とと

もに病斑の分布範聞をj;j；げ発生Tili積を拡大することで

ある。この伝説~j品紅を繰り返すことによって葉いもち

の病斑がある地域全体、すなわちその地域内のほとん

どの水！日に分布する状態 これを本章で、全般発生iり

としたのでわるが…ーに到達できるものと考えられ

る。

しかしこれとは別に、取り還さ i笠；こ僅かに発生した

葉いもちからその周囲iこようやく伝染がみられるその

発生初期に、 ff~密度ながら J.L；ぃ地域のほとんどの水m

にほぼ同時に散イfーした病殉が発IJミし、全般発金の状態

を示す現象もあるように考えられた。そこで｛校生病斑

の地域的発生の実態を明らかにしながらl二の現象の存

右をイ市めようとした。

－
 

y
g
g
A
 

Y
a

’A 

第 9図 10 haのi閉場に！.＇！；植した蒙市稲における葉い

もちの発病状況

園，発病地点数、口；発生病lfE数。調査は図中

のli付ムのある日のみぞ？った。

Fig. 9. Occurrence of leaf blast lesions on Mδkoto 
planted as dots in 10 hactare paddy fields in 
ev日ryyears from 1973 to 1976. 閉； Number
of dots where lesions appeared. 口；Number
of lesions appeared on all dots. Only dates 
when examination were carried out are 
indicated in X axis. 

発生が認められたが、その初期にはほとんど l地点に

1病斑が発生した。その後に発病する地点は始めの発

病地点と A 致しないことが多かった。したがってこれ

らの伝染源は蒙古車誌の近くに存在するのではなく、あ

る程度額たった所から飛来したものと考えられた。

発生の後期になると、前回の発病地点に再び発病が

認められたり、 l地点に発生する病Jjf数が異常に多く

なることがあった。おそらく病葉を摘採する以前に発

生していた病鈎から伝染したものと考えられる。

4年間の調査で蒙市稲に発病が認められたのは 1973

年には 7月 12日以降， 1974王ドには 7月2日および8

El以降、1975年には 7月3日および 11日以降、1976年

には 7月 18日以降であった。

1975年 7月 14日における燦試の蒙古稲栽椋圃場

で、 10ヶ月「「 5株づつの発病を調査した結果を第 7表に

1. 散生病斑の地域的発生時期

葉いもちの発生初期］に広い地域に低密度の病斑が散

在して発生するi時期jを、秋田燦試の 10haの水rn悶場

における伝染j助手！？と発生予察卒業における散生病斑の

発生時期調査の結果により検討した。

1 ) 秋岡農試酒場における散生病斑の発生時期

点秘した極催病性品種蒙［Lj稲の病t~ネから 50 haの

防除（日目立fl）時期lを判定した鈴木ら 1叫の方法を改変し

て発生状況を調査し、その結果から散生病｝jJ:の発生時

Jt与を検討した。

すなかち、対fli古代で？主法iこより脊fi'fした蒙古稲の）誌

を、農試の 10haの；］＼ i汚［おJJ~きに 5 JJ fもjに約 lOOm限

潟で4株つ、つ正h＊~立にして 18ケ地点に点才111 した。 1973

3下から 1976iiてまで毎年集いもちの発生労Jrめから 2日

毎に蒙jl，・稲の発病地点、病株数、病斑数を調査記録し、

のち病釈を持つ葉をすべて摘j来した。

まだこの蒙r11・午前における発病と ·fi）立 f拍手•f＼の匝｜場にお

ける発病状況を比較するため、 1975｛ド7Ji 14 IIに、上

記の蒙市稲を点柏した水lflにおける一般品種の発病状

況を 1筆につき 50株について調査した。

〔結果〕

第 9阪｜に秋田良試岡場の室長山稲における葉いもちの

発生時期を示した。イ可れのifも7月に入ってはじめて

手＼＇;/;j-64)65）はさきにこの羽象を「広域発生jと仮称したが、訪；語、が不明瞭なので「全般発見j とする。）
 

i
 
r
 



第7表 蒙古稲を植えこんだ水聞における一般品磁の

経病状況

Table 7. Incidence of leaf blast on recommended 
varieties in the fields where Mokotδhad been 
planted. 

調ヨ年 んff 数
No. fields e,,amined 

蒙古稲発的筆数
No. fields where Mokoto diseased 

A 紋，＼~，極発病室在数
No. fields whεre recommended 

varieties diご1eased

調査材、数
No. hills examined 

発病件 数
No. hills d1波乱sed

灼 XkE 数
No. lesions detected 

病玖f A 
lesions 

約！日 球上口υ 
SIOI1S 

病 l}f: c 
lesions 

16 

14 

10 

800 

38 

41 

2 

6 

36 

調査月日 1975年 7月 14日。 病:!XIA、お、 Cにつ

いては本文参照。

Date of examination; 14 VII 1975. For lesions A, 

B and C, see English summery. 

示した。病斑iこは1:1＼現時期を異にする A,B,Cの約斑

が存在した。病去をの長径は、 A子高斑が20～30mm、B

病以上は 5～7mm、CF内玖Ui土2～3mmであった。 B,C 

病斑は A病以［の胤閏に集r11分布し、ともに A病絡を

伝染源にした娘病斑と考えられた。調査にあたって A

病斑を認めたl侍は、その 5株における B,C病.IJ:Eの調査

は行わず調査ケ所を他に移したので、 A病珠は勿論、

表に示した B,C病斑ははは、散生状態にあったものと

いえる。

病斑の形態と捻定される伝染鎖から、 3稀類の病斑

のうち AとCはそれぞ、れ 7)1 3, 15 Elに発生した蒙古

稲の病玖iに相当し、 Bは 11日及び 13日の病斑と感染

時期lを等しくするものと考A えられた。

一般品種の発病の有無とその地点に菊材直した蒙古稲

の発病とは必ずしも一致しなかった。たとえばPげ遺

伝子をもっぴ系 90号（やまでにしき）栽培の 2筆には

終始発病が認められなかったが、これらに栽椋された

蒙出稲にはそれぞれ 11B、13日に病斑の発生がみら

れた。
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以 tから、蒙r~I稲を利用した発生時期調査によって、

10 haのi童｜場全域の一般品種における散生病粧の発生

時期をかなりよく検出できたものと考えられる。この

場合、4株 18地点、計 72株の蒙古稲は一般品種におけ

る発病株主字 0.25% （第 7表、 2/800）の散生病斑を検出

したことになる。

2) 病害虫防除所管轄地域における昔主主主病斑の発生

終期

秋田県では発生一子祭事業におけるi町長i調交として、

葉いもちの散生病従の地域的発生時期j調査4）を実施し

ている。 1973～ 1976年当時は低常皮で散生する病泌を

調査する方法がまだ旅立されていなかった。著者は、

①llf['lll'ドをゆっくり歩行してII住畔際の杭杉n ～2yljを観

察調査する方法、②水IIJ内の 2～Hi：亨Jjを見歩く方法、

③：n史を子でかきわけながら株毎に調査する方法を示

し予察長に適宜これを選択させた。また調査中病王立を

発見した11寺i土、その分布の状況やその毅病粧の存在を

j'tJI,察することとした。

（結巣〕

第8表によると 1974年には、 8防除所においてほと

んど同時に ＇1)J 8～11日に散'ci:.J丙斑の地域的発生が線

認され、これは 7}J 8 I二！の蒙［Ji稲の発病l時期（前項）お

よび人l：接種病斑から伝染した病斑の増）JD過程税査に

おける病玖l数の急増期(Il2）と A致した。

その他の年の発生時期はiりj除月！？によってかなり巽っ

ているものがあり、またi己J-r幼徐所管内でも池波を分

けて異るu去JVJにイ唯一認された事例もある。しかしこれら

の時期は令部の例外を除くと布｜似ている。すなわち

1973 ：（ドは '1JJ7～ 11日、 1975年は 7Jj 7～9 I二！と 12

～15 r 1、1976年は 7月2～7［！と 18～23E 1のl時期jに大

日iJできる。以上の時刻jは皮試における蒙i1i稲の発病時

刻J(1973 "F 7 JJ 12 I l、1975年 7月3II、11～15ri、

1976 iF 7月 18fl）および病斑増加過程調査： (II 2）に

おける病弱；数の急培郎（1973年 7月9～11白、 1975if 

7f13～5 r i、11～ 15白、 1976王子 7fj18～20 H) とお

おむね…致する。

とくに 1975年と 1976年には散生病J/;f:の地域的発生

時期調査iで発見された病坊を全て採集して線本とし、

相互に比較対象したところ、その何れも農試における

それぞれの急培則の病斑に対応するものと考ーえられ

た。

197 4 ij三7月8～ 11n :Hよぴ 1976年 7n is～23臼

の数生病斑発見特には、各紡除所管内において数生病

王立と同時に出現したと：考えられる病夜の集中分布箇所
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第8表 手十病害虫防除所管轄地域内における散:11ミ病斑の地域的発生確認II寺期a)

Table 8. Districtive outbreak times of solitary lesions in each jurisdiction of Plant Protection 

Offices in Akita Prefecture in every years from 1973 to 1976"i. 

各病害虫 l坊除所管轄地域d)

Name of Plant Protect10n Offices and their J urisdiction"I 

年 間 角大館能代秋田本荘 le 曲横手持沢
Yεar Kazuno Odate Nosiro Akita Honjo Omagan Yokote Yuzawa 

1973 17 14 10 11 
about 

9 8 4&7"1 
7頃

1974 me) llc) nc) lOc) be for巴 9cJ 9cJ sc) 
10以前

1975 7&14") 14 8&14") 9&15") b巴fore
14 9&14") 12 1以前

1976 18c) 19 c) zoci 2 5 rnc) 7&23b)C) 

a) 表rjtの数字は 7月の日付を刻、す。 b) ！司 のti!JJぷを分けて、兵る日に発生が確認され

たことを示すっ c) 検出された散生病l]Uこ伴う税病斑あり。 d) 各病害虫防除所の位置は

第 10図をみよ。

a）’i、henumerals in thεtable show date of July. b) 'I、hetwo d呂tesshow the times of 

outbrεak in two subdistricts. c ) Solitary lesions and foci having their parでntlesions. 

d) Locations of jurisdiction of each Plant Protection Offices are indicated in fig. 10. 

が幾っか発見され、発病111心株にrliい親病庇が認めら い地域にはほ、同時に散在して発生し始めるようにうか

れた。この親病以u土、気象経過および伝染鎖を三考慮す がわれる。またその発生時期は、その地域内の 1地点

ると、 1974i:ドは農試で蒙I討稲に発病を認め病斑増加過 における葉いもちの伝染過程を調査することにより、

程調交で急増期が見られた 7月2IJ出現の病斑と同時 さらには気象条件ーによって推測できるものと考えられ

j誌に発生したものと考えられた。したがってこの年は る。しかし前述のように防除所毎の調査方法に統ーを

この毅病斑によって地域的発生が；；；；始した可能性がわ 欠き、また認査がそれぞれ任意の持期に行われたもの

る。 1976年の親病I;(:Eは 1吉flのi切除所管内で 7n 2～？ であるから、その発生実態とともにさらに検討を進め

日にみられた病斑と同H寺JJ:Jjのものと考えられる。同年 る必要がある。

は秋田農試における蒙占稲にはこのH寺JJJJに病斑があら

われていないが 般試験匝！場では散生病斑が検出され 2. 葉いもちの全般発生開始期の発生実態

ている。これは後で示す （第 13表及びIII3・病斑密度 前項てい:iiJ'.べた病害虫rwr徐所における調査の欠陥を補

の項）ようにこの年の秋口1農試｜約近における散生病斑 うため、一定の調表方法にもとついて散生病斑の地域

の発生密度が、きさに述べた 1975勾ーのそれに比しやや 的発生の実態を解明し、葉いもちがその発生初期にす

低くかったためと考えられる。また向日の病斑増加状 てやに全般発生の状態をノヌす現象を明らかにしようとし

況認査における病斑の増加倍率は 4倍（第3表）でや た。すなわち散生殺夜が地域的に最初に発生する持期

や低いがこれについては後で考察する。 をその地域内の 1地点における葉いもちの伝染過程，

なお鹿角、大館病·.~虫｜均除所（県北部）および本~·日丙 あるいは気象条件から推測する可能性について検討す

害虫防除所（県下判官fl沿海地）j）における散生病斑の発生 ると共に、散生病斑の形態の斉一性、着生葉位、発病

f確認時JJJjが他の地方とかなり異る例がみられるが、こ さを率、発病の有無と稲の生育状況及び地形との関係、

れはそれぞれの地域性によるところが大きいと考えら 病斑密度及びその分布状況、発生地域の地理的規模に

れる。その後の年の調査でも、これと同様の事例がこ ついて調査した。

れらの地方に時に認められた。 1) 秋田県南部内陸地方における発生の実態

j;）、上。によれば、薬いもちはその発生初期にかなり広 務査は 1976～1978年に行った。認査時期はきさに
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作成した予測基準63）に基き秋田市における気象条件に 図上でこの地域を縦断する道路を選ぴその道路沿いに

より予測し、秋田農試臨場における急増期と散生病斑 1976年、 1977年は方位を間わずに 7km毎に、 1978年

の発生を確認したヒで決定した。調査対象地域は第 は束尚または南北に 7km毎に調査地点、（計l頗調交地

10図に示した。あらかじめ国立地理院版5万分の l地 点）を選んだ。

19 20 VII 1骨76 11 12 VII 1977 2R 29 VII l宮78

第1012!1 全般発生開始時期における調査地点とその発病状況

0、惨、 o，それぞれ葉いもち病斑の散生地点、坪状発生地点及ぴ無発病地点を＊す。

細線は調査経路、細線との記号ーは計画調査地点、線外の記号は補Ji'_または追加調査地

点を示す。

ドig.l 0. Location of the examination points for survey of aspect of leaf blast in 
starting period of general epidemics in southern inland of Akita Prefecture 
in 1976, 1977 and 1978. 

o, e and o indicate examination points having only solitary lesions. 
solitary lesions and foci, and no l己sions,respectivel：，人 'I、hethin lines 
indicate the survey course, and the symbols on the line indicate the 
programed examination points and ones out of the line complementary or 
additional巴xaminationpoints. The broken lines show border among 
jurisdictions of Plant Protection Offices whose names are indicated in the 
area. 

調査地点では、水稲の生育状況とは関係なく道路か 合計4単位の調査で病斑が検出されないi刷土、その地

ら最寄りの水田を調査した。ただし 1977年以降はあと 点を無発病地点、とした。

で述べる理由から丘陵、堤防、建築物などの傍は避け 前記のように推測された時期に出現したと考えられ

た。計画調査地点で病斑が発見できなかった場合は、 る病ミ容を調査対象病斑とし、調査対象病球が認められ

予定筏路 l~.で、これから 3.5 km離れた地点を補足調査 た地点のみを発病地点とした。この病夜を認めた持

地点として調査した。 は、これを中心にして約 1m2の範｜立！の稲株をかき分け

調査は別に報告する見歩き調査法によった。すなわ て観察し、同じ時期に出現したと考えられる病斑の有

ち水江｜の任意の場所に入札歩行しながら 2時列を観 無とその分布状況を調べた。同時に発病r:f1心株を認め

察した。由主長 54mの7j(田を往復または 200歩の範囲 た時は親病斑を探索した。ただしこの過程で発見され

の株を 1調資単位とした。 1単位の調査に 10～15分 た病斑は見歩き調査による検出病斑数には加えなかっ

を費した。］地点を 2人て、各々 1認査単位づっ調査し た。

て病斑を検出した時はこれを発病地点とし、病斑が認 以上のようにして、各地点毎iこ調査単位数、検出病

められない時はさらに各々1認査単位づっ調査した。 斑数、病夜着生薬枚、子高斑の分布状況、認査7)<.EEの穏
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の生育状況、地形を記録し、病I涯を採集し標本にした。

〔結果〕

(1) 推測された散生病斑の発生時期と調査時期

1976年は秋m農試lrul場で7月2IIに、その病斑数は

少なかったがはじめて人工接種病斑から伝染がみられ

た。これによって農試付近の－－－般闘場を調在して散生

病砲を認めたので、この時期に出現した病斑を対象に

して 7月19、20f]に所定の議査を行った。この言問交対

象病斑の出現から調査実施までのJt'Jfl~iま長いが、当持

者るしいブェーン現象が統き、この病政j：と混同するお

それのある他［clの病斑発生はないと考えられた（第 4、

15図）。

1977年には秋川 rlfにおける 7月2E1の気象条例か

ら、 7月8日に病斑の急増期及ぴ散it病政1のIi＼現があ

るものと予測され、 l己jf lこれが秋町農試およびその周

閣のl劇場で確められた。これによりこの病斑を対象に

第9表 全般発生開始期、県南部内陸地方の計画調査地

点、における見歩き調査による調査対象病斑の検出

状況

Table 9. Number of diseased points detected by 
the walking obs巴rvationmethod in programed 
examination points in starting times of general 
epidemics in southern inland。fAkita Prefecture 
in 1976, 1977 and 1978. 

年
Year 1976 1977 1978 

調査地点数
No. points examined 9 (100) aJ 11 (100) 15 (100) 

発病地点数 5 (56) 
No. pomts diseased 9 (82) 12 (80) 

jユF状発生あり 。(0) 5 (46) 4 (27) Foci exist 

坪状発生なし (56) 
No foci exist 4 (36) 8 (53) 

7丹江、 12Iゴに調査を行った。 a) ( ）は議奈地点数iこ対する百分4~を示す。

日78±rには秋田差是試における 8月 18Elの気象から a) Numerals in parentheses show percentage of 

6 fj 24日に散生病以！の出現があるものと予測きれ、！可 points diseased against those巴xamined.

日調査予定地域の］部でこれが確認された。この病弱

を対象に 6月28、29Elに調査を行った。

(2) 調査時に検出された病斑とその発生状況

年によって調査対象病功と，•JjJ}lfl寺邦jを異にすると考

えられる病斑が調査中に問時に発見されたが、最も発

生頻度の高かったのは各年とも調査対象病斑であっ

？こ。

1976 "f：の謁交対象病弱は裁主主将_!l:JJにはすでに老朽

化し（i:'!IJ坂）、その形状からは推測された時期にw現し

たものとは云えないが、当時の気象及び感染状況から

そのように考えられる。調査対象病J;¥:E以外に発見され

た病斑はこれを伝染源にして 7月10～12II 頃に感染

したと考えられる活い病斑 1種のみである。調査中、

調奈対象病斑が l株をはさんだ 2株にそれぞれ1箇づ

っ発生している地点があった（第9国，大1tJJの被足調査

地点）が親病斑は発見できなかった。これ以外発見され

た調査対象病涯はすべて数分二していた。

1977年には調奈対象病斑が散生していて坪の認め

られない地点（散生地点）と、それがIJJJらかな坪を形成

している地点（坪状発生地点）が相半ばした（第 10凶・

第9表）。坪状発生地点には、伝染第 2i引t日と考えら

れる小型の坪が見歩き調査i-jtに容易に発見された数地

点と、伝染第 3世代目と考えられるやや大型の坪を 10

aの7klllに数箇持つ I地点があった。また芦Fには調査

対象病斑より出現時期が2～ 31=1 j星い若病泌が認めら

れたが、この病斑だけが散生している地点はみられな

かった。坪の発病rj：心株に、親病斑が発見きれること

が多かった。なおこの年に誠査実施地域で、防除所によ

って 7刃l半匂に数生病裁が発見されていたので、上

記のま見病斑はこれとi可fl寺郊に発生したものと考えられ

る。

1978年には「もちこみいもちjと考えられる山沿の

1 地点を除いて、調査中に発見された病斑は調交対象

病斑のみである（図版）。 i平状発生地点が数箇所で認め

られた（第 10I苅）が、親病斑を発見できないが病株が

数株相並んでいる小塑の坪や、周囲よりやや高い病粧

密度で数 1112の範回に調査対象病斑か、数生しているが

発病中心株を認め得ない斑状の集中分;{jJとも云うべき

坪引のみであった。これらの坪状発生館所は 1977年と

異なり、稀に l地点に 1箇所発見されるにすぎなかっ

た。図版に示すように調査l11に発見された病斑は 1976

年にくらべ、病斑出現後の日数が短いのでその形状、

色彩が斉ぬである。この前々日防｜徐所によって全県各

地から採集された病斑はその斉ふさが..層顕著に認め

られる（図版）。

It) Focus iま単iこ「病植物あるいは病J'jjの百＇，＇！立がhi)滅的におい所（Anonymous,1953'04') iと定義されているから、この場合も iPl' J 
とfr；することがti＼再三る。
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(3）発病地点率、病滋密度 誠二去において生育不良地点の病斑検出頻度が低いよう

1976、1977及び 1978平における発病地点率はそれ に考えられたので、この関係を計mu調査地点、について

ぞれ 56、82、80%で、 1976年のそれがややfl＼；かった（第 検討した（第 10表）。坪状発生地点は調査対象病斑の感

9 i長）。名年とも；till杢対象病掬は調査地域のはほ全域 染以nりから伝染源か、存不l：していた筈であるから、この

にわたって認められたが、 1978 年には調査地域南~iii＼ に 検討から除いたo ljニ育良百の判定法当tが→定でないの

無発病地点がまとまっていた（第 10図）。これらの地点 でカイ！3来検定は行わなかったが、生育不良地点の発

の水稲の生育が劣っていた（生育不良地点、）。 3箆年の 病頻度が鳴らかに低い。

第10表 見歩き調査による調査対象散生病l;\Iの検!l ＇， の；｛j~黙と調査地点のノuraの生育状況と

の関係

1、able10. Relationship between occurrence of solitary lesionsa) and rice growth 

situation at examined points in starting times of general epidemics in southern 

inland of Akita Prefecture in 1976, 1977 and 1978. 

生育状況
Rice growth 
situation 

散生地点数b)

No. pointsbl 
diseased 

無発病地点数
No. points 
non-chseased Total 

散生地点本b)

% pointsbl 
diseased 

生育＞lfi.• J~Jf(
Normal or 15 3 18 83.3 
superior 

生育不良
Inferior 

Total 

7 8 12.5 

16 ハH
U］

 
26 61. 6 

a ) Only solitary lesions supposed to be in the sam巴 ageas the lesions observed in 
Akita city. b) The points where no foci were found. 

第 11表では、各計画調査地点、で実施した克歩き認査 まとめて第 12表に示した。これにはj司じ 3箇年iこ行

において最初の 2単位の誠盗によって認められた病斑 った他の調査結果（次項参!f~）をも示しである。調査対

数に恭き、発病地点率と病斑密度の関係を検討した。 象病政lの着＇I三葉位は明らかに特定の 1～2築位に集中

この；場合も:bl状発生地点を除外した。 3箇年の 2調査 し、しかも推定された病｝）¥Iの出現月、flと調査月 I！の隔

単位、あたり検出病l;¥E数はおよそ 0.7'2.5、1.6簡で、 1976 りによってその葉位が変り、その期間が短しリまど｜：位

年の病斑数が最も低しこの関係は生育不良地点を除 葉に、長いほど下位菜に集中している。

いても変らなかった。 (5) 発生地域の地E霊的規模

これは 1976年の生育不良地点が他の 2＇！＇より少し 3ヶ年：を通じて調交対象病斑の発生が確認された地

この年だけが生育の良否と発病の有無が関係なかった 域の地現的規模の最大は 1978年のもので、著者によ

ことを示している。したがって 1976年の発病地点率 って南北 65km、東西 40kmの範聞に認められた。同

が低い原凶が検出病斑数が少いことによるものでない 年病察虫防除所によってはほ同時期に行われた結果を

かと考え、鳥居143）によって地点別の病斑数の分布型を 合せると南北 150km、東西 40kmになる。その最ノト

検討したところポアソン分布を否定できなかった。し 規模はまだ精査していないが、諸種の誠査結果を勘案

たがって 1976if＇の発病地点率が低いのは病斑密度が すると、尚北または東西 20km程度と推定される。

低いことによる確率的なものであって、もし地点当り 2) 標高の低い山間部における発生実態

調査単位数をより多くすれば発病地点率が高まったも 前項の調査は秋任l県の主要な米作地帯である 5万

のと考えられる。 haに近い仙北平野を南北に貫通して実施された。し

(4）鵠査対象病斑の着生薬位 たがって調査地点の大部分は平坦地であった。そこで

み；調査中に認められた諮査対象病斑が特定葉位iこ偏 これに対ょとして、複雑な地理［的環境をもっ地域におけ

って発生しているように考えられたので、これをとり る散生病斑の発生初期の実態を明らかにしようとし
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第11夫 県南部内陣地方の発生実態調をにおける調査i対象のお（！j約ぷ！の発生状況a)

Table 11. Incidence of solitary lesions") det；巴ctedby walking observation method in 
southern inland of Akita Pt℃fecture in the starting times of general epidemics in 
1976, 1977 and 1978">. 

品lj ：盆地 ,r,''1；放b)
(n) 

No. points examined"1 

発 病 j也点数
No. points diseas日d

発 病地点字
Percent points diseased 

総検 IIl病斑牧c)

Total no. lesions detectedc) (x) 

ムj?.J叫剣／＼1内政u主
M巴anno. lesions detected 

イJ仏iぅ｝f'&v （九）ariance 

離隔係委Y:d) て " 

Divergence （ニ or..'.:..")di 
に f

coefficient u 

!•7: 1 （）τF:: I 

γl 

1976 1977 1978 

9 (7) 6 (4) 11 (7) 

5 (4) 4 (4) 7 (7) 

56 (57) 67 (100) 64 (100) 

6 (5) 15 (15) 17 (17) 

0.67 (0.71) 2.50 (3,75) 1.55 (2.43) 

0.50 (0.50) 7.90 3.47 (3.29) 

1.33 (1.25) 3.16 2.25 (1.35) 

2.93 (3.67) 2.21 1. 83 (2町 09)

§i~i¥1't~r:i_c~ non (non) * * (n州

a) ( ）中の数字は生育不良地点、を除いたもの。 b) 散生地点及び~！思発病地点。
c) 各地点とも最初の 2単位の見歩き調査により検出された病以li敗。 d) 鳥居

(1952）によるが 1977｛ドの（ ）は標本数不足で算出せず。

a) Num巴ralsin parentheses show the data in points where rice growth situat.ion 
was normal or superior. b) Th巴pointswhere no foci were found. c ) The 
numbers of lesions were det巴ctedby walking observation of first two units in each 
巴xaminationpoint. d) Calculated after Torii (1952). In 1977, this value was not 
calculated for the number in the parenthesis because the number of sample was less 
than 5‘ e) For solitary lesion, see legend of 1、able10. 

第12* 全般発生rjn始WJの調査対象病斑の着生業位

Table 12. Positions of leaf where solitary lesions") were detected in the starting 
times of general e:pidemics. 

11' JJ H 場 所 ポr't業位7JIJ病泊iJ:刻頻度 推定病斑li',JJt時期
Frequency of les10n on Presumed time when 

Date Region leaf positson") of lesion app日ared 

n l n -2 n 3 n 4 

市外村16 VII 1976 0 17 9 3 2 VII N angai village 

19 20 Vll 1976 

11 i2 vrr 1977 

県南内陸地方
Southern inland 

。
l県南内陸地方

21 Southern inland 

2 14 5 2 Vll 

26 5 。 8 Vll 

不火 III rli 16 Vll 1977 ・ 4 14 3 0 8 Vll Akita city 

県南内i培地方
28-29 VI 1978 §~r山町n i山 M 17 14 1 0 24 VI 

a) nは完全展開した第 l葉を示す。

a) Symbol“tl”indicates the leaf position on stem of most young leaf that had 
devεloped completely. b) For solitary lesion, see legend of T呂ble10, 
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〔材料及び方法〕
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;J<.凹の生育が劣っていた。他の 2地点はいずれも深い

沢、あるいは山と人家で隔離された狭少な水田て＼調

調査対象にえらんだ秋田県仙北郡南外村は、雄物川 査対象病斑が小型の坪を形成していた。しかし同…の

の1支流楢｜尚川に沿って形成された標高の低い東凶に 水間内に散生病斑は認められなかった。また高さ 5～6

走る水田地滑で、ある。調査方法は前項と同様で、あるが、 mの道路と人家に隔離された数卜 aの地点では何等

調査地点は主として同地域の幹線道路に沿って、 If抗議 の病斑も認められなかった。

距離 1.5km 毎に 10地点を系統抽出した。調査地域及 しかし 10ha以上の広間な水田地域では補足の 1調

び識変地点の織絡を第 11冨に示した。 査地点を含めすべて散生病斑のみが認められた。また

2km 

第11図 仙北郡南外村における調査地点とその発病状
況 。； 1！時発病地点、 O ，散在病1況のみ、
⑨，集中分布のみ、＠；散在と集中o

Fig. 11. Location of examination points for the 
survey and aspect of occurrence of leaf blast 
in each points in the starting time of general 
epidemic in an area among low mount昌ins.
H呂tchedarea indicates mountains‘。； No
l巴sionwas found，。， Onlysolitary lesions 
were found，⑨， Only foci wer巴 found,e ; 
Foci and solitary lesions were found. 

調査は 1976年 7月 16日に実施した。調査対象病斑

は前項と同様 7月2Elに出現したと推定される老病斑

て山ある。

〔 結果〕

本調査においても前項と同様に調奈対象の老病斑の

ほかに若病斑の発生が認められた。老病斑の地点毎の

発生の有無とその分布状況のあらましをも第 11図に

示しである。

前項のエ子規音IIにおける調査結果と異り、坪状発生の

みで数生病斑の認められない地点が3箇所あった。そ

の1は常時風が強いと云われる合池上の水田てい稲の生

育も劣っていた。これはもちこみいもちと考えられ、

調査対象病変が多数の坪を形成していた。局留の;J<.尽

に伝染移行した潟斑は発見できなかったが、これらの

2地点、ではもちこみいもちと考えられる坪状発生と散

生病斑の両者が認められた。これらの l地点、は広闘士山

で他は人家と林地で隔航された数haのl也画である。

以l二のようにこの山間部における調査では平創部と

異る色々な発生状汎のものが認められた。これらの調

査結果をとりまとめると発病地点率は 90%で坪状発

生地点（40%）と散生地点（50%）が相半ばした。士平

状発生地点；を！徐く調査地点の発病地点率は 83%、 1務

主主守主位当り検出子高J)f数は 1.1ケて＼その分布裂はポア

ソン分布を否定できなかった。この地域の稲の生育か、

全体的に劣っていたにもかかわらず、前；r~（の同年平坦

部に比較して検出病斑数が多かったのは、この地域内

にもちこみいもちその他による原状発生が多く認めら

れたことと関係があるものと考えられる。

3) 小地問内における散生病斑の分布状況

前項において葉いもちの全般発生開始期には散生病

斑がほとんとγ）JJ¥.出lこ発生し、しかもサ布型がポアソ

ン分布をとることが知られた。しかしこれは広地域に

わたり系統締出された数少ない地点の調査結果による

ものであるから、これをさらに小地画内の調査によっ

て確かめようとした。

(1) 小地画内における分布状況

基総務備した水旧地域内に無作為に 1地点を選定

し、連続した 6～10築の水fflにおいて見歩き調交法に

よって発病状況を調査した。実施した調査単位数は、

その都度発病状況に応じてその地断毎に一定にした。

議査待期の決定方法、調査対象病斑、その他の調査実

施方法はIII2-1）に準じた。実施した誠査地とその調査

時期を次に示した。①においては 30a庶画の水田を 6

筆、②～④では 10a区画の水rnを10筆調査した。

① 1976年 7月 15日 仙北郡南外村赤平

② 1976年 7月18・23日 秋田市仁井Ill

③ 1977年 7月 16日 秋｜司市仁丹叩

④ 1978 if 6月 27日 秋田市四ツ小屋

〔 結 果 〕

調査結果を第 13表に示した。告の調査地点では、読
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第13表 全般発生開始期における調査対象放生病1土IC）の，キEl＞並ぶ;J~rn における発生状況a)

Table 13目 Incidenceof solitary lesions01 detect吋 bythe walking observation method in successive 
paddy fields in the starting times of g巴neral巴pidemics"J‘

調 査 地 及 び調査壬F

Locality and Yεar 

調査祭数
No. elds examined 

手キ筆のTV~査単位数f)
Examination units placed in a fie!d0 

発病筆数
No. 1elds dis巴ased

主I＇状発 ・tをもっきやをi徐O<いたex調1st査b)祭数b)
No. fields where no oci e s (n) 

No発．病fie筆Id数diseased 

検出al総i放生病対I数dc) 
'I、otano. lesions etected in (x) 
thεfields where no foci existcJ 

>f:J!5J散生病J}:l数
Mean no. lesions detected 

v不偏分散 （凡）
ariance 

尚i隔係数d)

Divergence coeffecient"1 

F/,; I 

イf，色；子！：
Significance 

ixニx/n)

（万九）

南外村
Nangai 
village 
19'76 

6 (4) 

2 

6 (4) 

6 (4) 

4 (4) 

13 (11) 

2.17 (2.75) 

1.77 

l.23 

4.36 

non 

秋川「！1
Akita 
city 
1976 

10 (9) 

2 

6 (6) 

10 (9) 

6 (6) 

8 (8) 

0.80 (0.89) 

0.62 (0.61) 

l. 29 (1. 45) 

2.71 (2.51) 

non (non) 

秋旧市
Akita 
city 
1977 

10 (8) 

0.5 

6 (6) 

8 (6) 

4 (4) 

6 (6) 

0.79 (l.00) 

0. 75 (0.80) 

l.05 (l.25) 

3.23 (2.64) 

non (non) 

秋田市
Akita 
city 
1978 

10 (9) 

9 (9) 

9 (8) 

8 (7) 

19 (19) 

2.11 (2.38) 

1.86 (l.41) 

1.13 (1. 68) 

2.93 (2.80) 

non (non) 

a), b), d), e) ~ill 表の 1 ： ~1 記号の訟を参！！官。

り検出された病波数。

c) 各認ヨをよ患の f）；こぶした単位の見歩き誠交によ

a ) , b), d ) , e ) Sec the legend of same symbol in Table 11. c ) The numbers of lesions 
were detected by walking observation of each unit showing in f ) . 

第 14表相，lL);JJ¥1111キ筆における散生病状Iの発生の1f1！＼~ と水稲の生育状況

Ta bl巴 14. Relationship between occurrence of solitary lesions"1 and rice growth 
situation in successive paddy fields by walking observation method in the starting 
time of general epidemics in 1976, 1977 and 1978. 

生育状況
Ricεgr?wth 
situation 

生N育g~. 良好
rmal or 

superior 

生 n育fe不良I rior 

Total 

発病挙数
No. fielcJsb1 
diseased 

24 

3 

27 

a), b) See legεnd of Table 10. 

無？と病室事数
No. fields 

non diseased 

「J 

4 

9 

Total 

29 

7 

36 

発病3善玉
% fiddsbJ 
di seasεd 

82.8 

42.9 

75.0 



ヨ冬地点から約 100m の距離に後日もちこみいもちと

考えられる激発日lが発見されたが、調査議に認め

られた病斑は 7月 2IIに出現したと考えられるもの 1

H'A互にすき、なかった。また調森筆111jの病斑密度に特別

な偏りも認められなかった。②では 7月中旬米に山現

した若病泌が県南部内陸地方と同様に認められた。③

ア、はこれと呉り＇lflf欧な坪も 7月 1'l士旬HJ現の親病f,ifも

みられなかったが、④とともに発病中心事まの認められ

~f い斑状のゆるやか 7'j好：iえ発生箇所が認められた。

これらJ;'[C状発11:地点を除いて隊陥係数を計算しこれ

をF検定したところ、イfrJれの調査においてもポアソン

分イIiを否；<E.できなかった。また県南部内陵地方の制手E

と同様に生育不良川にむける病J'.lE検出率が劣った（第

14表）。

(2) 1氷困内におげる分布状況

調査を行ったF記の①はllli積 10aの；］（FHで＼その水

rnの全自主子lj(60本）からさ手間編；こ l/fiにキロ当する剤：JI]

12本を桃山し、それぞれの全株について諒交対象潟夜

を調査した。②、③の水IHではその病王寺！？好！支に応じて

I ～4a の ；＂J,~査区をとり、その面積内の全株について調

査対象病J)Eを調査した。制奈H寺1切及ぴ

何れも jjijJ頁III2 1）にベtじた O

① 1976年7月 12I二i、11!1北都内仙北町刈和野

② 1978年 6月初日、秋出iii四ツ小屋

③ 1978年 7バ4日、秋IB農試問；場

以上の認査結采；こ主主いて、各；］（HJ内の病:¥Xl分布！習を

作成し、烏Jf!i＂勺こよって均等分散の検定を行い、務長t

12<~ 内の病J)Eう土;ffjlこ偏りがないことをイ夜かめた。のち病

1土i分布fillを大きさを‘等しくする正方形または長方形の

ノj、区!flijlこ格子：｜えに分割し、 Iwao43）にしたがって 11玄関l

あたりの平均病斑松皮と平均こみ合い皮を算出した。

以ょの；11一算は、それぞ、れの病斑分イIi凶について幾通り

かの大いさの区画に分割しながら繰り返した。そのーと

で、全ての算出他をmいて平均病斑密度と平均こみ｛－－，.

い疫の杓関係数を算出した上、分布i.I\~の検定を行った。

〔結集〕

トムによって調査した 3水f1Iの病斑街度は 10aに換

算すると、① 64筒、②.375筒、③ 283簡であった。

調査して符られた；j(ffj内における葉いもち病斑の分布

状況の 1例を第 12凶に示した。これはl：記③の調査

結果で、調交面積の約 1/2に相当する。図から知lられ

るように病斑は調査区域全体に散在しているが、 2592

株を調査して認められた病株は 33株で、その l株にの

み 2鎗の病斑が認められた。
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第12以｜ 全般発生i；目立合j切における葉いもち病斑の水町i

内の株日lj分布状況（秋旧農試 1978年 7月 4El) 

。健全株、母 病斑 1ケをもっ病株

Fig. 12. Distribution of lesions on a paddy field in 
thεstarting time of generalεpidemic, 4 VII 
1978. Sasanisiki curtivar had been planted 
in hills lfi cm apart in rows 30 cm apart. 
Open and solid circles show healthy and 
diseased hill having one lesions, respectively. 

以！このように調査した仙の 2例においても病斑はい

ずれも良く分散していて、全調査を通じて 1株に 2簡

の病斑が認められたのは総ings株 1cj12株にすぎず、他

は全て］符のみで明瞭な坪状発生箇所は認められなか

った。またこれらの務査結果について均等分布の検定

を行ったところ全て有意牲が認められず、調査区画内

における病泊分布に偏りがないものと考えられた。

そこで、区画内平均病玖E'I許度（主）と平均こみあい度

（~）の中日開関係を検討したところ、高い；有意なキ11関係
数が符られた（第 13I~！）。またその岡山i#式の戯）十 β＝

O、1tイ線七j自己 α二 1の帰無仮説は棄却jできず、業いもち

病Jj:jの分イff型がポアソン分布をとることを否定できな

かった。

以と 31-i'Uの調査で、 10aの；］（I万全面にわたって務査

したのは①のみである。この；場合、隣接水田に数r~の

坪が認められたが前夜間では認められず、また病斑分

布にも1.llliりがみられなかった。

したがって、少くともその近隣に大なる伝染淑が存

在せず、その水IH内にも明瞭な伝染源が認められない

時は、その水111内の葉いもち病斑の分布引はポアソン

うNFをとると考A えらtずる。
4) 全般発生開始期の散生病獲の伝染被代数

令殺発生がその年の葉いもち発生努jf笥の掻く初期；こ
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病段平 l~·J密度（元）

4t計l

Mean density of solitary lesions （文）

第13回 全般発生開始期における散生病斑の平均密度
と平均こみわい度の関係

Fig. 13. Relationship betw~εn mεan dεnsity （主）

and mean er‘owding (x) of solitary lesions in 
the paddy fields having no foci in the 
starting times of general epidemics. 

みられることはすで、に明らかであるが、その年の移植

株上における伝染世代のどのような時期に相当するか

をみるため、病害虫防除所年報及び、内藤ら89）により検

討した（第 15表）。前者による全般発生以前の坪状発生

の事例は巡痘i読査においてようやく発見された稀な事

例で、後者は著者の調査と i司じ壬Hこ秋f良県大治市で行

われた擢病苗からの伝染に関する実験的事例である。

ここで、伝染源が水田以外あるいは移植株以外で感染

した病JAEである場合、これを伝染第 O世代とした。

1976年の本荘（H）の事例は新病斑（New）と長径 15

mmの病斑の親子関係が記録されていない。しかし全

般発生開始時の病斑は時間的に新病斑を伝染源とする

ことが可能であるから、開始時の病斑はその坪内にお

いて伝染第 2-3佳代に梧当するとした。 1978年の本

荘（日）の事例では、！径 5mmの病Ijfと全般発生開始

時の病斑の感染日の問に 1伝染環を経過できるものと

考え、開始時の病斑を坪内における伝染第 2~3 世代と

した。

以上のようにして第 15表を見ると、 1977年の秋田

(A）の事例を除いて、 6箇年の全般発生は何れもそれ

以前に発生していた坪状発生における移植株上の伝染

第2～3l守：1~.lfJJに相当している。

秋田県における平年の山椋期は 8月2～4半句であ

るので、これを平均して 8月10日とする。秋田県の北

部を除く地域の平年の全般発生開始期は 7月2日であ

る。したがって葉いもんの伝染可能期間は 40日で、そ

の問に 6～7l止代を重ねることが出来る。したがって、

全般発生開始期は明らかに葉いもち全発生期間の初期

ということが出来る。

3. 考察

〔全般発生〕

これまで葉いもちの地域的な伝染過私1を研究した報

伝1土極めて少ない。わずかに鈴木ら 128）、佐々 木ら 111)

の研究をみるのみである。佐々木らは 50haの関場に

同ー時期に感染したと推定される等質の葉いもち病斑

が、同一葉イ立の葉身に、 i圏場内iこ一様に発生する現象

を認め、その発生侍其fjを蔓延期始Ji:Jjとした。これは者二

者と同様の現象を対象にしたものである。この現象を

疫学的に明らかにすることは予察と防除の上で重要と

考えられる。

著者は、その発生時期をとわず、また病斑密度の高

低にかかわらず、葉いもちがlつの地域内ほとんどの

水Illに発生している状態を「全般発生jと呼ぶことと

する。これに類する用語に斎の「全般的な発生j叫があ

るが、その定義は明らかでない。

本章において著者は、葉いもちがその発生期間の滋

く初期に、極めて低い病斑繁度ながら、かなり広い地

域にわたりほぼ同時に全般発生の状態に到達すること

を明らかにした。その開始時期は、おおく何等かの伝

染源から移植株へ伝~した第 2～3 世代目の急増期の

病斑出現時期に相当する。地域的な病斑の発生密度は

年によって異るがおよそ 10a当り 30～200簡の範囲

で平均 100箇と考えられ、発生地域はH寺に南北 150

km、東西 40kmの範囲に及ぶ。発生する病斑は大部

分散生していてポアソン分布をとり、その形状・色彩

が斉一で、特定葉位に集中して着生している。

以i二の現象を解明するため、まず全般発生の訪れる

H寺期を的確に把握する方法について検討した。

〔全般発生開始時期〕

10 haの圃場に点植した蒙古稲の発病時期は一般品

種における散生病斑の発生時期をかなり良〈検出し、

また病斑増加過程調査の急増期と鼻致した。これらの

注） 京~H号 (1965）、 fl[l 干ll 38 ij三宮城県におけるいもち病発生の笑態と角革新、北日本病虫税特報、 8 90 llO 
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第 15表 全殺発生開始類以詰立のj三￥~犬発生；こ認められた移植株 i二の病斑と、士平内における全般発生潟始惑の病

斑の推定伝染i止代数

Tab！巴 15. Lesions of leaf blast on hills in foci detected in starting times of general epidemics or 
befor巴， andestimated number of infection generation of lesions at the general epidemic times on 
hills in thεfoci. 

全般発生 i司開始期病斑全般発生開始期以前の坪の移植株上に認められた病斑 坪内の全般発生開始期
Lesions on hills m foci detected 

開始士号j の感染日 at general epidemic time or beforε 病夜の推定伝染世代数め

Date 
of 

general 
epidemic 

Infection 
date of 

lesions (L), 
at general 
epidemic 
time 

際月日 糊の型開（mm)'1開発生の伝染源、bl 観察場所C） βγf1~fe~~，芯
Date Type or Inoculum Observat10n ・ 5

obser~ation lよ~~t（~n~） al 川出bl placecl gl~~l~；t(£)21 
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2 

a) New ；出現後まもない新病主主であるが、長筏の記録がないもの。 P，同織の若い病斑の移植株ょの

新mi斑 b) DTH，病菌を移植した病株。 DRS；発病した取り置き苗。 P；第4械に示した

親病斑。 c) K, Od, N, A, H, Om, Y, Yu；それぞれ鹿角、大館、能代、秋田、大曲、横手、

湯沢病害虫防除所管内を示す。 T 東北農試防｜場（内藤ら 1979）。 d) 第5イ聞にがした伝染源を第

O世代とした。ただし株上の親病斑Pは第l世代である。

a) New; New born lesions that the length had b巴ennot recorded. P , Parent lesion of younger 
lesions shown in the col um. b) DTH; Diseased hill infected in seεdling stage. DRS ; 
Dis日asedreserved s己εdling. P ; Parent lesion shown in 4th colum, which had been infected 
on hills after transplanting. c) K, Od, N, A, H, Om, Y, Yu, Jurisdiction of Kazuno, 
Odate, N osiro, Akita Honjδ，。magariYokote, Yuzawa Plant Protection Offic巴， respectively.
T; Field of Tohoku Agric. Expt. Stn. (Naito et al. 1979). d) Inoculum source in focus 
shown in 5th colum was assumed as zero g巴nerationbut parent lesions on hills (P) wer巴1st
generalion. 

時期は紡i徐？Ji-によって議王をされた散主主病去をの地域的発 問78ifには、この地方で検出された病王立は秋田市で推

生時期ともかなり良く一致した。したがって全般発生 jJllJした日に感染したものと考えられる病斑のみであっ

開始期は、その地域内の一地点における葉いもちの伝 た。

染過程から、さらにはまた気象条件から推測できると ここで、同地方に所在する東北農試で実施した擢病

考えられた。 苗からの伝染に関する内藤らの報官号制によれば、 1976

この可能性は 1976～ 1978年の県南部内陵地方にお 年‘には著者の推測した 7月 2Bには新病壊の出現を認

ける実態調査によって実証された。すなわち 1976、 めず、 7月6尽にこれを認めている。しかし次章を参
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照して大rt11市の気象観測記録を検討したところ、当時

は強い｛LS温が続き 7JJ2[J<l〕発生を起こしたと考えら

れる 6J'l 24、25fl以外には感染好適日は考えられない。

また同地方の防除所により 7月5F lにやや{Ell長した

白胸型の散生病斑が発見されている。したがって著者

の上の祁定に誤りがないものと考える。

次に J978 ifは6}] 18 [ ！の感染により 6月24日に

全般発生が開始すると予想された。しかし舷；］＜70）；立当

時の感染好適i！として 6JJ 17日（著者の iiイナ呼称j去に

よる。 IV1 ~！引を挙げ、内藤らは 6 月 23 汀に多数の

来！Ur¥JJ大［の11',JJI.を長己主五している。 またrratmJ；・の防除)IJ十

も、発病した取り笛き 1＇古から舟 l問への伝染を 6月23II 

に観察している。 ＜xrri:を参照して elt1I時の気浪観測記録

を検討すると、秋川 rllは 1711伎に強M<lがあ〆与ので感染

好適日に該当しないが、県南部内l吟リ也）jでは 17[ 1に

降i、JUがなく 17、18IJの[jlijfJが感染好適iiに該当した可

能科：がある。

これに対して 19771ドは、 7月8El の ~Jf:/f~JJ差出現が秋

!II rlJで被iJllJできた。しかし調査地点、の約 50%の地点、

に調査i対象病斑の伴状発生が認められ、発f1);Jrf1心株に

は調査対象病J):f:の税病測が¥j;gめられた。その親病理fの

発？｜ミを秋川 iiiで推測できなかった。当時すでに 7n i 

半旬、同地方の予察j＇｛によって散生病対 Iが党見されて

いるが、内藤らは 6n 27 r…！に躍病前移植株から隣接｜メ：

に克干の伝染を認めている。したがって実態調査で認

められた坪状発生の毅病斑はこの持燃に発生したもの

と考えられる。この病誌が全般発生のJfc;をとっていた

としても、県南内陸部にi彼られていたものと考えられ

る。 7月rj1ノ可に秋rnrl1一て
J土、内｜陸部でみられた発病111心株をもっ明瞭な坪は認

められなかったからである。

以 lにより、ある地点における気象条件または病玖i

b迫力JI過日調査にもとつ、いて周囲の地域の全般発生開始

j坊を推測できることが明らかになったが、これは病球

数の増加と病認の分布拡大は j弓じ現象の 2iNU語であ

る103）という特別顕著な事例と考えられる。

全般発生開始WJの病斑l土、発病した取り置き苗など

の伝染ii出（伝染第oill会代）から伝染した移植株仁の第 2

～3 jll：｛~ I]に相当し、 ll)jらかにその守の葉いもち伝染

の極〈初期に全般発生が開始すると云い得る。しかし

ながらこれら移植株上における 1～2[fl］の伝染が、全般

発生開始のための必要条件てゃあるかどうかは今後の検

討にまたざるを得ない。。

会~）空発生開始j坊に検出される病認がその形状、色彩

が斉ーであることは、 U＼現直後、平均lに調査を行うほ

ど明瞭に観察される。このことはその病斑が特定二葉イ立

に集rj1して分布していることと共に、これらの病斑が

同日に感染したもので、ないかとの推測を与え全般発生

{ifl：究の動機となった現象である。佐々木ら111）、加藤

ら46）もこの現象を指摘している。徳永ら 14吋土鉢植の稲

において、後種 81:3後の進展性病斑の葉位5]¥j分布l土、

n葉位（完全展開第 l主主）から n1菜、 n2 't定とtr!Jill後

の日数を経るにつれて少なくなることを述べている。

令般発生の開始は伝染に好過した気象条件Fで起ると

考えられるが、その場合はI良一葉まで卜分なる結露H寺間

が与えられ、礎的別抵抗＇ I＇！：：に従った病 E担分布を示す結

果61）、特定葉イずに集中して発生するものと考えられる。

〔~般発生の地狸的規模〕

全般発生開始がjl~j II寺に機認された地域の最‘大J；上、

1978年における南北 65km、東西 40kmの範囲で、防

i徐所の調査を加えると、夜北 150km、東西 40kmとな

る。その地域の下限については務奈していないが、こ

れまでの事例をあわせ考えるとおよそ 20kmとなる。

このド限は全般発生を予測する場合の最小単位となる

から今後さらに検討を必要とする。

i：の1':-J故発伎の規模はもちろん11J北 190km、東西

llOkmという秋田県における、その水同地’帯での初l党

結果であるから、今後研究が進めはさらにその卜J浪が

仲ぴることがc'ffえられる。しかしこの規模は渡辺が中

気伎の競模とした 10～200km'57Jとたまたまー致し

た。もしも、公般発生がその地域を覆う均一な気象条

件によって起こるものならば、この中気候の規模と全

般発生の刻伎がー致したことは必ずしも偶然とは考え

られない。

〔病斑密段、発病地点率〕

著者は見歩き調査がミによって水！Fll勾に散生する病斑

密度を定法的に測定できることを明らかにした（未発

表）。 1976、1977及ぴ 1978年の県南部内陸地Jjにおけ

るl調交単位あたりの数生約濯の検出数の平均は、士jL

状発生・生育不良地点を除くとそれぞれ 0.4、1.9、1.2

筒で、小池画の連続 JO~告においては 0.4 、 2.0 、 2.4 筒Aで

あった。 1976、1977年はそれぞれ近似した値を示した

が、 1978:if'の小i也固における値は県南部内陸地方のそ

れよりかなり高い値を示した。これはその周囲に発見

された数ケJ好の小型の坪状発生と関係があると考えら

れる。また 1976年に別に行った連続 6筆の調査の I単

位当り検出病斑数は L4Jlluて＇， J：に述べた同年の調交

より高い値を示した。この場合も lOOmの距離に激甚



なもちこみいもちが発見された。上述の ifi~ 1'7°j内践；：日に

おける 1977'Fの病民営j交が仙の 2ヶ年より r'&iいのも、

この年にJ;>f状発lj:J司jiJjが多かったことと関係があると

考えられる。

以上の 3街ifのりょ｜ヰrn11内陸地ブJにおける災態調査及

び、ノト地［！！Jjにおける｝¥I7淵交における 1調査tfi{な当り平

均検出病J):J数の平均は、 1.2笛で、最大 2.4筒、反小 0.4

f;Giであった。検出約抜数が l調在単位当り 1.0j誌の時、

10 a '1'1 1）発生子市斑数は 90f~ii と考えられるから（未発

、全般発生開始JOJの地域的な欲~l.:f内玖1の発生密度

l土、 10a平均約 100ケ、最大 200ケ、被ノト 30ケと考え

られる。また 10aの栽布1＇［密！rtを：'IλMJ 22000株とすると

その発病株判土 0.90～0.18%、平均 0.45%となる。 III

で、水1EJ1t1に分；｛If－十る病斑数を株11）：にかき分けて

調査した事例を出したが、その他の事例をふくめて全

般発生開始J~］の故1t病1妊の筏j支の最大は 10 a 573箇

であった。この場合；訂後殺IE!iこ大型の坪状発4がみら

れていたから、全般発生開始郊の病J）］宅金＇，＇）支の最大はこ

の:illにあるものと考えられる。全般発生開始Jtfjの！日I税

！日jの抵抗力による病:IJ:l街｝交の杵［j創立少いようで、それ

ぞ、れ標準;l;,¥¥Jj¥；された抵抗位品格トヨニシ当と擢jf);j'[il:,'!111

J佐サ吋ニシキにおける 10a当り病斑数が、各々90筒、

100簡であったという事例(1978年、秋山良心0がある。

什止に全般発生が分けつ却］に開始する場合、病I柾密

度に最も影響の1'1iいのは、近隣の伝染源密度とその水

HIの稲の~l二crf量67）であると考えられる。

2単位の兄歩き調査による発病地点、不i主将状発生地

ぷし IJ:.fj'イ江主I也点を！徐くと 3筒f'<fそれぞ、れし 57'100、100

%であった。 1976年の発病地点率が他の 2ケ今ーにくら

べて低いが、加iJ1i:地点万ljの最初jの2単位の調査による

検出病以］数がポアソン分イFに適介した。前述の 1調査

当11'):0.4箇から推定される 10aの子:Ji＇］病斑数を 36筒

とすれば、ポアソン分布の特性にもとづき集いもち病

成は調査全地点に分布していたものと考えられる。

大地域から誠治した少数の努；本でただちにこのよう

に結論するのは必殺には危険である。しかし然作為に

えらんだ地点で連続｜台Tの調査においても推測された

時期jに出現したと考えられる病斑が散1tてしており、調

査単位、•Ii りの検出病民数の分；（［j l＼~ はポアソン分布を否

定できなかった。またIリ1かな伝染源の存在しない水rn
内で株毎に調査したところ、全般発生開始期の病斑は

ポアソン分布をすることが知られた。また、病斑がポ

アソン分布をすることが雑かめられた水田内におい

て、見歩き調査による検出病斑数の分布型もまたポア
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ソン分布と考えられた（未発表）ので、 i：の考察には誤

りがないものと考えられる。

しかし勿論、地域が広いほどその内部の伝染源密度、

水稲生育状況、品種、気象条件の相違が大となるので、

広域内の病惚の分布は「機会的分布とは・:i;.え、部分的

な小集合、すなわち斑状構造がみられたり……多少納

性的傾向を示したりする J143）ものと考えられる。

これまで、見歩き調査による検出病去を数及び発病地

点率の算出にあたって、杯状発生地点、正＇ I＇育不良地点、

を除外した。前者は坪状発生の音II分に、すでに全般発

生以前から伝染源が存在していたと考えられるからで

ある。また生育不良地点、と共にこれらの地点をふくめ

ると計算結果に影得が大きいからである。

生育不良地点を ~l入するかどうかの問題は、全般発

生開始「4・認調査の時の調査回のtr1111:Jffi.去にも関係す

る。単なる全般発生開始の硲認調査であれば除外しで

も良いが、子祭事業において病斑密度や発病地点本の

年次閣の比較に供しようとする場合は全体に占める度

数分布を基準にして抽出の可否を決めるのが良いと考

えられる。著者は経験的に、 20%以下の度数分布に該

当する生育不n旧を除外するのが良いと考える。

全般発生間j()';ll;ii＇の病 )',tf恰J度がその後の葉いもち流行

に如何に影響するかは今後の検討課題である。これに

関連して病斑密度に影響する要因、病斑密度の調査

法、分布型にl認する一層の生fl見が必要になるであろう。

iユトJ立王子tit郊における病弱；分布；こ関する考察でみ

る。複雑な地形をもっLlJfl丹市iてすま、常時Jill~の強い台地

！このノ'Kiriや、反対に沢、或は山や JOmに近い高山、土手

（道路、堤防）、人家などで閉まれた地形では、その中

にl平状発生館所が存在しでもl¥i!zi1三病斑が認められなか

った。越Jj(は葉いもちが多発した 1978 年に、奥羽 iJJ)J~

の麓に近い平姐部で著しく発生の少い水田地帯を発見

し、おそらくこの地域の全般発生開始が遅れたものと

考えられる旨、著者に諮った。

上の諸現象は全てそれぞれの特殊な地域に由来する

ノト気候157）によるものと考えられる。 l11J.tむには冷気J坊や

冷気流などの小気候が知られ、また周囲に家屋等のあ

る狭い場所では、四聞の物体からの車両射熱で夜の温度

低下の速度が小さい130）というが、複雑な地形にもとづ

く局地気象、微気象といもち病の伝染との関係は今後

の検討にまつj析が多い。

〔秋悶県以外の地方における全般発生〕

東北地方では、すでに宮訪日燥の予察事業において「広

域的初発見J)86）の消認によって、著者の［全毅発生潟



第 16表に示す秋則県以外の県でも、発生面積率が秋田

県の平均値に近い値を示した多発年には全般発生の状

態にあったものと考えられる。

全般発生が秋！日県のように葉いもちの発生初期に散

生病斑によって開始するためには、稲の生育：量、気象

条件、伝染源の 3条件か＇it4JJIされなければならない。

この 3条件の基準をさしあたって秋田県におけるその

待燃のものに置いて検討する。

第 14国iこ全出各地方の農林J]＜＿産省；J<.稲作況試験室

の成績によって、それぞれの地}jの標準的作季、栽店

法（機械梢）に基く水稲の本田初期jにおける平年的生育

状況を示した。 IZIはl王1布直後 20日、 401=1における水；HB

の生育量を（草丈×茎数cm・ 本／m2）×1000で示して

ある。また秋m県において全般発生が最も早くみられ

た時期の生育誌のJ]~準を点線で示した。これによると

秋田県以南、 Liln Yr~ までの地域の回総期は 6 月上旬以

前で、またm杭後初日以内にほとんど点線の生育語に

速し、近畿地方以訴ではEl:lti古後 25El J以内である。
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始期」に近い概念を用いている。

したがって箸肴がこれまで述べてきた全般発生開始

期の現象が秋II1Vr~以南の東北地方に存夜することはほ

ほ、確実であるが、さらに者者はそれ以南の地方にも存

在するものと考之る。

発生予察事業において、管轄地域における病害虫の

発生状況を統計学的見地に立つ抽出回場調主主66)132）に

より、共通の誘発基準を沼いて実施している燥がある。

これらの中から Jた施if数の長い数県をえらぴ、最i互に

おける多発Of・と平年の発生面積率を比較検討した（第

16表）。半年の合生凶積率は秋EFI！県が誌も向く南Fす

るにしたがい次滑に低下するが、多発年には静例県を

除くと何れも秋山県の平年1u白：に近い値を示している。

この抽出国場，J~査においては、全県ト今から無作為系

統抽出した箇場について、これも無作／る系統抽出した

25株を調査し発病筆、無発病ん去の別をきめる。したが

って議長株数をより多くすると、発病罰積？；が第 16表

よりかなり高い1ftlを示すで九あろうことは幸子ちるに怒像で、

きる。

すでに述べたように秋II！県における薬いもちの発生

は、毎年全般発生の状態を示している。したがって、
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第14回 全国各地における IH椴後の経過日数と生育長

（車丈×茎数）×1000の経過（水稲作況試験）

←ーrn植 20日後 酔ー田植 40日後

一一秋Ell県における全般発生開始期の生育を（最

早年）。地名は試験地所在の県名を示した。

全国各地における抽出回場調奇による葉いも

ち発生Hii積率a)

Table 16. Percentage blast diseased area assessed 
by sampling survey in some Prεfectures in Japana1. 

発生 iHi 税率
% diseased arでa

平 年b）多発生年
Normal year Blast year 

秋田
Akita 

第16表

(1978) 92 70 

県

Pref. 

Fig. 14. Relationship between growth increment 
(plant length ×no. stems per nず）×1000of rice and 
number of days after transplanting in each locality 
of ] a pan. o ; growth increment 20 days after 
transplanting. e ; growth increment 40 days after 
transplanting.---- ; growth increment level in 
starting times of general epidemic in the earliest 
case among the last ten years in Akita Pref. 
Source ; Crop Situation Test for Rice. (Ministry of 
Agriculture in ] a pan.) 

(1975) 

~s a) 出所；各県農作物有害動植物発生予察事業年報。

b) 平年値表示した多発生年の前 10年間の平均。

a ) Source , Anual Report of Crop P巴stWarning 
Service in each Prefecture. b) Value in 
normal year; average of perc巴ntagediseased area 
during 10 years before the blast year. 
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秋田県における全般発生開始期は梅雨期間中にみら る34)35）。 Coxet al isJ iこよれは＼予察と防除時期の関係

れる。本邦の梅雨明け時期の平年値146）は、近畿地方以 から発病程度が0.1%に達した時期をもって Epi-

北では 7月 15日士2日、これ以南では 7n 10日士2日 demic進行の関始H寺其1としている。 0.1%とは British

て凶ある。したか、つて田槌のおそい九州、凶悶は別とし Mycological Soci巴tyによつて取りきめられた本病の

て山口県以東の少〈とも 6｝~ 13日まで、に回布1'l:を終了 発病程！支調査碁準：

する地域でl土、エ子年の梅雨明け期までに生育：.，［カて点線 lOm）の範囲に l～2ケの病斑が発生している程度を

以上に到達するものと考えられる。それ以南の地域て、 示す。しかし本病の場合、ある地域全体が同時にこの

も梅雨明けがやや遅れる年にはそれが可能である。 状態に達するのではなく、それには 2週間を喜きすると

全般発生開始郊の伝染滋については後で考察する いう。例えば、 1954年イングランド・ウエールズ、地方

が、全般発生開始のために、 III-2-4）で述べたそれ以前 では 7月 25日から 8月7日の期間に東同 220km、南

の I～2回の伝染の繰り返しがもし必要であるとして 北 300kmの地域に［：の発生が認められた：へ

も、 6n 29日前に移植株に感染が起り得る気象があら Lambert＇＇）によると、米国の春小麦地帯では、 1920

われる地｝jでは、理論的には 2 ＠の伝~を繰り返した ～1926 i'ドの 7年間、何れのifにも 6月にその大部分の

上で怖雨明けまで、に全般発生のための感染が起ること 地域の全てのノト麦畑に同ll寺に黒鋳病が発生した。その

が可能となる。 n寺の発病株率は 1.0%以下で、それぞれの発病株に夏

ここで 6月29日前の、発病した取り置き苗の周問で 胞子堆がlケ孤立していた。 Lambert叫はこの状態

走塁る微弱な慾染iこも掘の生ー育量を考i議する必突があろ を GeneralPrimary Infectionと呼んで、いるが、 Gen-

う。これは少くとも民総後 2J混濁の持労jであるが、秋 eral Epz冶 micの出発点、と考えられる。

EEi県・宮城県において 6月上旬に田植したものはその 著者の研究した葉いもちの会般発生開始~Jl における

2週間後の感染が可能である89)1叫。第 13凶によれば紅l 病斑密度は、平均 10a 100ケとすると 10m2当り 1ケ、

植時期が同じでも、その後の生ff最の増加は南方の県 または 0.5%の発病株主都となり、小麦黒鋳病の Gen-

ほど速みやかである。したがって秋田県以南の地域で、 eral Primmツ In）きctionと現象的に極めて似ている。

6月 13日以前に田植が行われる場合には、気象的にも 以上』こより楽いもちの「全般発生Jは「GeneralEpι 
稲の生育量の面でも 6月29臼以前にすでに移植株が demicjに相当する認としてよいと考えられる。

感染できる状態にあると云い得る。

以上によれば少くとも秋田県以南、山口県までの地 追記① 1983ifの全絞発生が10a：＂＼り約 5鐙の綴夜祭度

減では梅雨明けまでに会数発生開始のための感染が~ で開始したことが後｝：！の調査で判明した。統Jiliの見歩き競

り得る条件をもっていると考えられる町 交 4ii'位により、検出地点率50%が確保される病斑絞度は

〔全般発生と GeneralEpidemic〕 10 a約20箇であるから、上の病斑筏度では、その時点では

全般発生に相当すると考えられる術穏として欧米に 全般発生を線認できない。

は GeneralEpidemic103Jがある。著者はこの語の定義 ② Zadoks (1979）は epidemicの開始期とは容易に病

を見出せなかった。 Eρidemicとは「時間的、空間的な 斑を発見できる時期とし、病害と調奈者によりその認識で

病気の増加Jと定義されl刷、その場合の病斑密度には きる関｛直が異るとしている。しかし馬鈴薯疫病のように葉

触れていない。 いもちにおいても今後予察と！防除tの見地から、その閥値

General EJうidemiciま馬鈴薯疫病において縫病種芋 を定め、それに必要な調査j去をとるのが良いと考える。

等に出来する Focal Outbreakにヲi続く発生段階であ

注） 昭和 57寺、埼玉県鴻巣市で7月12f] tこf広域発生J(p. 28注記参照）が認められ、茨城県tjc久！日Jで7}]14 H lこ
ttlを認めたと加藤らが述べている。力江藤筆・小泉信三。（1983）。 ne,手[I57 ifのイ不いもち病の発生動向。核物紡疫。 37(4) 136【 141。
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し、岡場における El7JIJ存在病斑数とし、さらに日別増

IV 葉いもちの全般発生開始時期及び急増 加病斑数を求め毎日の感染倍ネを算出した。

期の予測方法 鉢植稲による毎日の感染病斑数の調査は次のように

行なった。 1973～1978年、秋田慶試の圃場に、 4月上

前主主によって葉いもちの急、機期と全般発生をもたら 句末ビニル被夜畑f古代に機種し脊E古した憶病性品積ナ

す気象条件は共通のものと考えられた。したがって l ツミノリ 1本と抵抗性品種キヨニシキ 2本を 1株とし

地点における葉いもちの増加傾向を毎日調査し、これ で正方植した。 一株に 2品種を混植したのは葉いもち

と気象条件との関係を明らかにすることによって急培 の著しい発生により懐病性品積ナツミノリがズリコミ

期とともに全般発生開始期を予測できるものと考え、 症状になって、群落内の微気象が変化するのな防止す

その予測）j法を作成するため以下の研究を行なった。 るためである。 6月中旬、まえもって人工接殺により

1. 薬いもち感染好適包

葉いもち病弱の急増期と全般発生器始搬を予測する

基準を作成？るには、 主ず念、地類、全般発生涜始j滋を

il~ニしく千百足して、これらの病斑の感染 El を推定しなけ

ればならない。また急増期の判定は病斑増加にもとづ

く→定の恭準で行なう必要ーがある。

感染日の推定には、病斑の出現日から潜伏期間をさ

かのぼる方法11l）と、鉢植の稲を毎日自然感染に暴露し

てその発病；〉ら求める方法（IIl）がある。著者はこ

の二つの方法を併用してiE維な感染lJを明らかにし，

ある日にJ曽加した病斑数（増加病斑数）とその病斑の

感染日に発生していた病斑数（存在病的数）の上じから、

感染 13の感染倍率を求め、感染倍率の高低によって感

染好適l！とこれによりもたらされる急増期を判定し

た。

〔材料及び方法〕

回場で 2日毎に行なわれた病斑増加過程調査に平行

して、 Fに示す方法により鉢結の稲を毎日 24ii寺問、葉

いもち発生illに置いて自然感染にさらし、のちか、ラス

室において生じた病斑数を調査し、鉢植;rmの!J5JIJ感染

病球数とした。このu寺のお付は鉢をi重i場においたJi臼

(D）とした。ついてや秋田気象台の観測値を使用して関

口J16）の方法により潜伏期間（L）を求めた。 D Elに感染

した病斑の数は（D十Lト1)11における鉢植稲による推

定増加病斑数となる。これを毎日、順次紫積してそれ

ぞ、れのnの鉢植稲による推定存｛£病斑数とした。鉢植

稲による推定存在病斑数のl首加過程にも急増期、 i弱i:l普

期lがみられ、岡；場における（存有：）病斑の増加過程（II

2）と似た経過を示した。そこで2日毎に両存在病J):fの

増加］過程を対照し、相違がある時は潜伏期間の算出誤

差と考え、これを伸縮して調整した。

以上の操竹後、防l場における 2臼毎の存在病斑数を

鉢植稲による日別の推定存在病斑数によって比例配分

発病させた病沼を約 5m2の稲株に l本ずつ添え植え

した。

予め i二と毘t震に栽培したナツミノ 1）の苗を感場と同

時期に 2;if.: 1株槌した a/5000ワグナーポットを 2箆

ずつ、接種した区i盛iのrj1央2株を抜き取った所に［蛮場

の稲と：草i高官IIが」致するように置き、 24時間自然感染

にさらした。会本は 6月下勺から 7月ri:i旬まで約 1ヶ月

間j、毎日昼に交換し、ガラス室で栽培しつづけて発病

したのち病斑数を調交した。

調査は株の会葉について病斑型を問わず数だけを対

象にして行なコた。ただし掲点型病斑は葉！派閥隔を超

える大きさのものに限って数えた。病斑数が著しく多

いH寺は全菜数の 1/3～1/10に相当する菜について調奈

し、これから］株全体の病斑数を算出した。

｜剣場の施肥蓋l土、元肥として 10aあたり硫加燐安

(13・13 13）を 40kg使用し、6月下旬～7月l二匂に1iJ花

酸アンモニア 10kgを2回追犯した。ワグナーポット

はl鉢当り元）］[D,として硫加燐安4g、追）］111,として 6月

下匂に硫酸アンモニアを lgを摘した。

〔 結 果 〕

1) 85.ll］感染病斑数

鉢植の稲による葉いもちの臼別感染病斑数を対数変

換して第 15留に示した。

図のように、日別感染病斑数は一見して時期により

大きな変動がある。また病斑数は日により著しく異な

り、相接する日で 100～1000倍もの村｜遼を示すとさが

あり、反対に 2～3日あるいは 10日近いf旬、感染が全

く認められない期間もある。続けて感染が認められな

い期間l土利北して 6月に多い。

以上から葉いもちの［］別の感染は極めて変動が大き

いもので、あることカず明らかである。

2) 目別感染倍率

鉢植稲による日別の推定存在病斑数の推移と、閥場

における病f;¥f:増加過程調査（II2）における存在病斑数
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第161ヌ1 [!Ill場における 2[] 旬？の存在病兆数及ぴ鉢相手ill
による fl別推定イJイt：病斑数の推移
新｜線，［iJllJ易の稲。太~~ft. ，鉢桶の稲。

Fig. 16. Number of lesions on the nine hills 
exam in巴din subplot A, every 2nd days and 
accumulated number of lesions on potted 
rice showing in Fig. 15 as considerεd latent 
period for appearing lesions from 1973 to 
1978. Bold line; potted ricε‘ Thin Jinε；field 
rice. Subplot A9 is explained in English 
summary. 

。
2 

20 

第15図葉いもちの f15JIJ感染状況（鉢柏成稲 2株当り

病J/¥cE数）

1--r- 叶；調査開始日及び終了日を示す。

Fig. 15. Number of infected lesions on potted rice 
of succesive batches εxposed to fungus in the 
paddy field during 24 hours, in each day, 
from 1973 to 1978.十← --<-1;duration of th巴

exposure test. 
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い場合でも l両日である。なお 1978年の防｜；場におけ

る伝染開始時の病斑数が鉢植;rmの病J;(J数より著しく少

いのは、自然発生した全般発生開始期の病斑からの伝

染であったためである。

両存在病Z径数iこもとつザいですでに述べた方法で算；ち

した El5]1j感染倍率は、 6月中の伎が 7flのそれに比較

して者；しく大きなf直を示すことが多かった。また 7月

に入っても｛示会第 llt/：代期間の感染倍率に｜司様の傾向

がみられた。これは稲がまだ沿っく抵抗力が弱いこと、

また病斑増加l過程調査は伝染開始時に第 1j!J：代病斑の

数が辰も多い調査区について行なったためと考えられ

る。伝染源である病斑の株内の位置によって第 1吠代

病弱；の数が著しく異なるのはすで、に述べた（II1）とこ

ろである。

の推移を第 16凶に比較して示した。その後者は Ag区

について示したが、この肢の調査を打ち切った後の病

斑数の推移については、 A，、 B、C；／手区の病斑数のi詰jに

相関々係が認められたことから、これによって推定し

た。

第諸国によると、滋場の 2El毎の存在病斑数の推移

と鉢植稲による日別の推定存在病斑数の推移が平行的

な年と（1971、1978年）必ずしも平行しない年（1973、

1975年）がある。平行しないのは同じ時期におこる急

培知］の病斑数の増加程度の相違によるものであり、こ

の原因は関場と鉢摘の稲における抵抗力の相違による

ものと考えられる。

両存在：病斑数の推移には若干のずれはあるが、それ

ぞれの急、増黙はかなり京く一致してむりその遠いは多
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そこで、 7月1日または伝染第zm：代の病斑出現日 らく同一日に勝、染した病斑の出現日が必ずしも斉一で

から病斑噌加過程調査の最終日にH＼現した病斑の感染 ないことによるものと考えられる。しかしながら、第

日まで、それぞれの日について算出された感染倍率を 17表の頻度分布に若しく影響するものではないと考

第 17図に示した。また第 17表には調査期間中におけ えられた。第 17図、第 17表によれば日思IJ感染倍率の

る感染倍率別の頻度分布を示した。感染倍率の算出に 変動もまた増加l倍率と同様に大きかった。

あたって、感染倍率の著しく高い日の翌日の感染倍率 第 16図の圃場における存在病斑数の推移から明ら

が、その日の鉢試験における感染病球数に比較して祁 かな急増期とみなされるのは’73年 7月 17日、’74if. 7 

対的に高自の値を示すことが時々あった。これはおそ 月19日、’76年 7月初日、’78年 7月10日で、これら

の日に出現した病斑の感染日の感染倍率（第 18表）は

すべて 10倍以上である。そこで感染倍率 10倍以上の

日を感染好適日または？感染倍率の高い日」とした。

感染倍率が3倍以上、 4j音未満の日が1日も見られな

かったので感染倍率4倍未満のBを（感染倍率の低い

日jとし、 10倍未満 4倍以上のBを「感染倍率がヰtの

日j とした。全般発伎の感染日は前述の理由から感染

~ ＂＇~ L1t; ,,Lょに~＂~
t:~tJL ；：幻；斗上寸~~＂η
ち 刊

2さz干1 「 I 1q叩

l:4L~h，，ーは！？にナー
第17図葉いもちの日別推定感染倍率

仲叫，感染倍率推定の始期・終期。

Fig. 17. Daily multiplication rates of leaf blast 
calculated on the basis of lesion numbers on 
the field rice and accumulated ones on 
potted rice shown in Fig. 16, from 1973 to 
1978.ト十哨， durationwhen infection rates 
were caluculated. 

第17表感染倍率ZJIJ頻度分布

Table 17. Fr巴quencydistribution of multiplication 
rates in all the calculated days. 

！議染倍率別頻度
Frequency of the multiplication rates 

of 

<l.O 1.0-3.9 4.0 9.9 10.0豆 Total

日数
No. days 37 12 12 10 71 

% 52.l 16.9 16.9 14.l 100 

第18表感染好適標本日とその感染倍率

Table 18. Estim乱tedmultiplication rates on type 
days favorable for infection and date for 
d巴tectionof the disease occurrence目

襟本日 a) 感染倍率 発生状況b) 左検1±¥El 
Date of Multipli- Status of Dat日 for

type day") cation rate occurrenceb) datection 

4 VII 1973 

11 VII 1973 

2 VII 1974 

3 VII 1974 

10 VII 1974 

25 VI Iヲ75

5 VII 1975 

7 VII 1975 

11 VII 1975 
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2 VII 1977 

18 VI 1978 

4 VII 1978 
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a) 11 VII 1975は標本日から除いた。本文参照。

b) G，全般発生開始。 R；病斑急増。

a) The day of 11 VII 1975 was omitted from type 
days as explained in English summary. b) G; 
general epidemic. 民； rapidincreasing of lesion. 



倍率を算出しなかったが、急増期とこの開始時期が同

時であるという事実から感染好適日として差し支えな

いであろう。

2. 予測基準の作成

前項で述べた感染好適臼の気象条件を解析して感染

に好適した共通の気象条件を明らかにした上で、これ

らを総合して全般発生開始殿、急増郊の予溺基準の作

成を試みた。この予測基準作成に利用したものは秋狂i

農試図場における微気象観測も査と、秋田波試から北方

約 6kmの距離にある秋凶気象台の観測値で、前者を

用いたものを微気象による予測基準（微気象法）、後者

によるものを A 般気象による予測基準（叶立気象法）

としfこo

〔材料及び方法〕

第17毘に示すなかで感染倍率10倍以上の日を感染

好適気象を解析するための標本 B （感、染好適標本日）

とした。また秋田市附近で明らかに全般発生をもたら

したと推定される感染日をもこれに加えた。このよう

にして抽出した感染好適標本日を第 18表に示した。

これらの日の気象条件をそれぞ、れの気象要素によっ

て検討し、機本日に共通して認められる条件を抽出し

た。次にこの条件によって、感染倍率の高い日と「IドJ
「低jの日を良〈区分できるかどうかをみるため、標

本日以外の日の気象条件についても検討し、亙分がよ

くできない持はそれができるよう条件を修正した。こ

の場合、感染倍率とその気象要素単独の関係をみる必

要から、最終的に完成した予測恭準にその気象要素以

外すべて適合する日について検討した。

なお第 17 図に示した以外の日の［~~倍率は、その時

期の闘；場及ぴ鉢植の稲の抵抗力が感染倍率を算出した

期間と同等とみなし、鉢植稲による日別の推定存在病

斑数および増加病斑数から［高J「中J「低Jと推定し

fこ。

微気象続減は B別感染病斑数調査の濁場において下

記の姿素について機器を設浸して行なった。

記録計

i～iii：飯見電機 K・K製 AMR1701型

iv 飯店電機 K・K製 E1766型

草冠音rs気温検出部， j扇風式，全上社製

37 

11 草冠部湿度・検出部、全上湿式，全上社製

iii 草高部 lOcm上風速 a 検出部、光電風速計、

AF750P、牧野応用j則器研究所製

iv ：箪高部 lOcm上結露時間検出部 25×5cm2, 

自製問

微気象法における降水追及ぴ一般気象法における諸

要素の観iJl!J値は秋田農試の北方 6kmにある秋湿地方

気象台による地ヒ気象観測値を使用した。ただし

1973 1976年の日射量は秋田農試で農試・篭試型日射

計ーによる観iPIJ1直で、計器の故障によりその後は気象台

のものを使用した。

〔結果〕

1) 微気象による予測基準（微気象法）

第 18表に示した感染好適標本臼のri=iで’75年 7月

11 Iゴの気象条件こが他の襟本 Elと者しく異なっていた

ので、この日を標本；Hから除外して検討を行ない、後

で考察した。

(1) 日射議（日照時間）

第 19表に感染好j直傑本日における午後、および議日

午前の l:J射量を示した。これによれば楳本IIは午前、

今後の何れか、あるいはその両者が 200cal/cm＇未満

のFJのみである。標本Hl土降雨のあった Elが多いが、

無降雨日も 3例あった。

上の臼射量の条件によって感染倍率の高い日と「rt1J

f低jの日がよく反分されるかどうかを襟本 FlJ;）、外の

El について検討したのが第 20表である。これによれ

ば、他の気象条件が予測器準を全て満足し、 i二｜射量の

みが1；の条件こをj前足しない日の感染倍率は「中J「低j

のみで「高」はみられない。

秋田気象台の観測値によって、午前、午後別に日射

量と日照時間の関係をみると（第 18図）、日射量 200

cal/cm2は日照時間 2時間に相当することがわかる。

以仁により、了当日午後または翌日午前のいずれか、

または隠者の5射量が200cal/cm2未満、あるいは日

照時間が2時間未満jをもって予測基準の恭準値注｝と

した。なお、北緯 40度に位置する秋田県における 7月

の完全晴天日の全短波放射量は 770cal/cm2.dayであ

る144）。したがって短波放射量を主なる測定の対象とし

た日射量が半日 200cal/cm＇とは、薄雲り時のそれに

相当する。

tU 1981年以降わが［認の気象宥芽では型宇字放射蒸準（WRR）を採月jし、 iヲ射量の測定感1.j立がカロ 1）ーからンコーノレiこ切り努った。本

研究では 1978ij'-までの絞溺f,f（を使射したのでカロザーて
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第19:!Z 感染好適標本日の午後及ひ市J 日午前の日射：量：及び降i~ITIの有無

Table 19. Solar radiation and rainfall in the afternoon (p.m.) of type days favorable 
for infection and forenoon (a.m.) of the next days. 

fl射；是・降水：1!:al
Solar radiation 
and rainfall al 

午後 p.m. 午前 a.m. 

-';l;天 cloudy Jた天 cloudy

雨天 rainy 雨天 rainy

fi~；天 fine 乏天 cloudy

二台天 cloudy 晴天 fine

雨天 rainy 消火 fine

11青天 fine 雨天 rainy

該当日数
Frequency 
in days 

5 

1 

1 

「リ

1 

感染好 ii& 標本日
Type days favorable 

for infection 

5 VII 1975 

10 VII 1974, 7 VII 1975, 24 VI 1976 

25 VI 1976, 2 VII 1ヲ77

4 VII 1973, 

12 VII 1976, 

11 VII 1973, 3 VII 1974, 4 VII 1978 

25 VI 1975, 18 VI 1978 

2 VII 1974 

a) H青天，日射量 200cal/cm2以 l：、 H没前・ lゴIH後の降nuなし。 ：安夫， f3射i詮200cal/ 

cm＇未満、降雨なし。 雨天； fl射量 200cal/cm2未満、 lい11降悶あり。

a) Fine, cloudy and rainy; Amount of solar radiation were 200 cal/cm' or more, 
less than 200 cal/cm' and no rain, and less than 200 cal/cm2 and rain in daytime, 

respectively. 

第20表 微気象法に II射量的のみが迎合しない liの感

当日長If、ぐ
'I、able20. Degree of multiplication rate of the 

days when only the condition of solar radiation的

had not obeyed to thεcriteria in th巴 micro-

climate method. 

！ 蕊 染 ＋11 l3千1
Frequency of clays having 

degree of multiplication rate of 

高 111 11~ ， ~I 
High Medium Low 'I otal 

該当日数
No. clays 

。 3 14 17 

a) 当日メI後または翌 UlF前、戒はその両者の fl射量

が 200cal/cm＇未満。

a ) Amount of solar radiation is less than 200 
cal/ cm' in afternoon of the clay and/ or 

forenoon of the next clays. 

(2) 降雨量

感染好適標本 l::lの正午から笠日正午までのB寺間別降

雨状況（第 19図）によれば、昼夜無降雨の日が3例あ

る。その他の 11例では夜間；こ降雨があってもほとん

どが 1mm/hr 以下であって、これを超えるのは 1例の

みである。 4mm/hrを超える5!111'、！せは 18B寺以前、また

は9時以降の 3例のみである。したがって各標本EHこ

共通した隊約条件は「19il寺～8時の期間、 1mm/hr以

下の降雨jとなる。

次に降Mdのみがとの条件を満足せず、他の気象要素

はすべて予jlliJ基準に適合した日について検討した。こ

れに該当するのは第 20閃の 5例である。’75年 7月7

日は標本日であるが秋田気象台観測値では 1II寺に 1.5

mm/hr の降附があったが、 •I\ fl寺たまたま観測していた

秋田農試岡場における降水没は 2.8mm/hrを記録し

た。これに対し感染倍率が｜中Jの’78±F 7月 18lei は

23時に 4.5mm/hrの降雨があり、感、染倍率が低い’76

年 7月 11日，＇78'rf 6月 27日は夜間近i統的な強附であ
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Fig. 18. Relationship between amount of solar radiation and 
sunshine hours in half days. Source, Akita Local 
Meteorological Observatory. 

第18悶

l侍 Hour

15 18 21 24 3 6 9 12 
・・－－・・・＠・・＠・・＠・・・・・・・・＠

年月日

Date 

4 w 1973 ・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

5 咽 1975 ・・．．．．．．．．．．．・．．．．．．．．．．

12 w 197£ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．
2 ＼~ 1974 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0 0 0

・・（）（）o・・・・・・・・・ 0 ・11 ＼~ 1百73

⑥＠⑨0 0 0 ・・18 ¥I 1978 

octQo・・・・・・・・・ 0oQo 0 ・00 0 ・．

0 0 ・・・・・・・・ 00 ・oQ①①0 ・・・ooo

OOo 0 ・.0 0 0 ・o①o①①00 ・．

2 刊 1977

25 VI 1976 

25 VI 1975 

。0 ・・ 0 00000  0 ・・・・・ oQoooo0 ・

o(DQooooQooooQoo 0・．．

10 刊 1974

4 w 1978 

o@QG-QQoooo 0 ・0 0 0・．．3 程 1974

• 0⑨ 0 ・・ 0 0 ・・ oCDc・・ 0①000.⑥⑨O 7 理 1975

00  0 ・・ 0 0 0 ・0 0000  0 ・00①O oQ o① 24 VI 1976 

感染好適日の時間別降雨状況

Fig. 19. Hourly rainfall in type days favorable for 
infection. 

無降pi
・， Nor~in o , 0.0 mm/hr, 0; 0.5 mm/hr，①， 

1.0 mm/hr，。； 1.52.0 mm/hr，⑧； 2.5 4.0 mm/hr, 
8; 4.5 mm/hr豆

第四国
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年月日 感染倍ヰ〈 時 Hour

Date 
乱1ultipl

15 18 21 24 3 6 9 12 
Hate ．．＠・・＠・・・・・＠・・＠・・＠・・・・・＠

6
U則
自

m
別

幻

1

1

 

W

H

W

川

1

7

 

1

1

 

よ 000  0 ・00鵬⑨0o@@ooo 0 ・・・・

L~:V ooOooo＠⑨。。⑨0@@0・・・ o@@e⑨⑨

1~:V oooooOoOo①0①舗。。輔⑨＠ooO・

ルl~~ium @o•o ・・・・・・＠ o ・。OOo 0 ・0 ・．

lli~h ・0⑥0 ・・ 00 ・・ 0①＠b！・ o(Doo 0⑮⑥⑨O 

27 ¥1 1978 

18 ¥II 1978 

7 Vll I 975 

第20図 微気象法に降水量のみが適合しない［］の感染倍率とそ
の［I;f；］（，状況

降水誌の記号は第四国参照。 a）微気象法の風速は欠測

であふが、 A 般気象法て、は基準値に適合。 b）秋田農試に

おける臨時の観測では 2.8mm/hrの降水量が記録され

た。

Fig. 20. Degree of multiplication rate and hourly rainfall 
of the days when only the condition of rainfall had 
not obeyed the criteria in micro司climatemethod. 
Legends are same as in Fig. 19目的 Therecord of 
wind speed was defective in the micro-climate 
method but obeyed the criteria in generaトclimate
method. b) The rainfall in this hour had been 
record吋 at2.8 mm/hr by provisional observation in 
Akita Agric. Expt. Stn. 

るO 微気象観iiリでJ土l氏i史カ宝欠涼ljしたカ£、

雨以外の嬰3誌が全て適合した，78年 6月17日も夜問連 間、 3mm/hr以Jご命 2fl寺間を失格条件としてミ普与者とはlま

統的な強l；河てや、これらの日の感染イ古率はイ可れも低い。 同様の基準を示している。

すなわち葉いもちの感染に対する－ll寺的強間の影響 (3）風 速

は明らかであるが、その許容できる範聞は 2.8mm/hr 感染好適標本日の 21～6時における草高上 lOcm

～4.5 mm/hrの間にあるものと考えられる。したがっ の平均風速は、’75年 7月 11［］＇’ 78 if. 6月 18臼を除

て安全をみて、許容できる 時的な強雨を 19～8時、 いですべて 0.5m/s未満であった（第 21表）。

第21表感染好適標本日の 21a寺～6H寺における草高部上.lOcmの

平均風速

'I、able21. Mean wind speεd 10 cm above thεhighest part of 
rice plant in paddy fi巴ldduring 21:00 to 06：・00(next day) in the 
type days favorable for infection. 

平均風速 0.5> 
Mean wmd (m/s) 主主0.4

sp巴εd

0.4> 
丞0.3

0.3> 0.2> 
注0.2 Total 

該当日数a)

No. daysa> 1 3 6 3 13 

a) 18 VI 1978 風速欠測。

a ) Record of wind speed on 18 Vil 1978 is defective. 



この条件を襟本5以外の尽について検討したところ

（第 22表）、他の気象条件がすべて予測基準針筒足し

た8例の感染倍率はいずれも「低jて＼標本日から一

時的に除外した’75年 7月 11日の感染倍率‘のみが「高J
となっている。

そこで「21～6時における草高上 lOcmの平均風速

が 0.5m/s未満jを予測基準の基準僚とした。

(4) 結露時間と平均気温（侵入率比）

最近、吉野1聞は葉商の濡れ時間を葉而湿潤時間とfl乎

ぴ、その時間内の平均気温にもとづいて侵入率または

侵入率比を算出する方式を提示した。ここでは便宜上

「結露時間jを用いることとするが、著者がささに作

成した予泌選考案63）の結露時間と平均気温の関係を、吉

野の侵入率比によって再検討した。

各標本日の結露fl寺間とその平均気視から侵入率i七を

算出してそれを第 23表に示した。ここで結露時間と

は、高lr~Hが連続的に水分を検知l している時間をいい

降雨時間もこれにふくむ。ただしこの検出時間が、 l

ll寺f普j以上途絶えた時はそれぞれ別箆の結露i時間とし、

24fl奇をふくむ結露II封筒をもって侵入率比を算出した。

第22表微気象i去に風速a）のみが適合しない日の感染

倍率

Table 22. Degree of multiplication rate of the 
days when only the condition of wind speedaJ had 
not obeyed the criteria for the micro句climate
method. 

"F 月 El 平均l~~i去（m/s) 感染倍率
Mean wind DeRTee of multi 

Date speed (m/s) plication rate 

7 VII 1973 1.13 低 Low

12 VI! 1974 1.15 低 Low

15 VI! 1974 0.63 低 Low

11 VI! 1975 1. 31 高 High

15 VII 1975 1 .14 イ）：＼； Low 

16 VI! 1975 1. 23 1t:¥; Low 

17 VI! 1975 1.25 ｛氏 Low

26 VI 1976 1. 65 低 Low

12 VII 1977 0.63 低 Low

a) 21 H寺～611寺の草高卜A lOcmの平均風速 0.5m/s 

未満。

a ) Mean wind speed 10 cm abovεthe highest 
part of rice plant is less than 0.5 m/s during 
21:00 to 06:00 (next day). 
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第23表感染好適標本日の侵入率比

Table 23. Percentag巴penetrationratio in the type 
days favorable for infectionaJ. 

侵入ヰt 比
Percentage 

penetration ratio 

0.090 0.099 

0 .100 0 .199 

0.200 0.399 

0.400 0.599 

0.600 

a) 18 VI 1978は欠訴し

該当日数
Frequency of 
type days 

2 

2 。
1 

8 

a ) Record for 18 VI 1978 is defective. 

また結露時間の平均気温は 30分毎の気温の平均値に

よった。

第 23表に示すように、標本店の侵入率比はいずれも

0.09以上で、その最低f直は 0.093であった。

次にこの条件を標本日以外の日について検討した

（第 24表）。標本日以外の日て＼侵入率比が 0.090以

上て、しかも予測基準の他の基準値を満足した日は都合

12 15'U認められ、そのうち 515'Uは感染倍率の高い日で

ある。残りの 7併は感染倍率がf中JI低jとみなされ

る日である。これらの 7例については後で考察する。

侵入率比が 0.090未満で感染倍率の高い 13が 2例あ

る。これは’74年 6月 29日、’74年 6月初日であって、

侵入率上じがOβ78及び 0.044と算出された。感染倍率

が ri=t~J、「低」と見られる計 1817Uの侵入率上むの最大値

は、’76年 7月 17日の 0.071、’78年 7月6日の 0.065で

あった。そこで感染倍率の高い’74年 6月初日の

0.044＇土、他と著しくかけはなれた俄であるからこれを

除き、予測基準における侵入率比の最低基準値を 0.08

とした。

〔王子均気j長の簡易計算法〕

結露時間内の平均気滋を算出するにあたり、 30分毎

の記録紙からの読み取りは繁雑な作業であるため、簡

易計算法を検討し次の式を作成した。

Tmニ（九十TE十2Tm;n)/4

Tm 平均気滋， 1's：結露開始時刻の気温

TE 干潟露時主ljの気温， T,nin ＇最低気温
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第24表 侵入率比以外の気象要素が全て微気象法に適合した日のa）侵入率比と感染倍率の

関係

Table 24. Relationship between multiplication rate and p巴I℃entagepenetration ratio 
of the days when every conditions obeyed th巴 criteriafor micro-climate method 
巴xceptthe condition of percentage penetration ratio. 

侵入率比
Pcrccntag巴

penetration ratio 

感染倍率
Frequency of days having 

degree of multiplication rate of 

高中低
Total high m巴dium low 

0 . 090 > 2 3 15 20 

0.090豆 5 2 5 12 

a) 感染好i菌根本flを除く。 a) Type days are excluded 

観測記録の中から、最低気温が 15～19℃の範闘にあ

る49例について、 18u寺から 611寺までの平均気ii'ii'Lと｜二

式による平均気温を比較した。なおここでは 1時間毎

観測値の平均値と、 30分毎観測イl直のそれとの相違が僅

少であったため 1ll寺間毎の観測値の平均値を用いた。

その結果、 IH寺問毎観測値による平均気温とJ二の簡

易計算法による平均気温の差の平均値は 0.03TCで、

標準偏差が0.26'Cであった。すなわち両平均気温の差

が正規分布することを前提にすると、簡易計算法によ

って算出された平均気潟；士0.52℃の範聞に、 1時間勾

平均気温の 95%の度数がふくまれることになる。また

両平均気温の差は 0.7～0.5℃の範聞にあった。

簡易計算法による平均気視が、真の平均気温より過

少な値をとる時は、侵入率比を低〈推定する危険があ

る。それが0.5℃ 以k低い値を治したのは、 1時間毎に

読み取ったうえ温経過中、ド降が停滞したり、 1時的昇泌

があったり、或は最低気慌が5時以降にみられた；場合

であった。したがってこのような時のみ時間別平均気

温を求めることが必要である。結露時間が 12時間以

下の場合は、その問の気温較差がよりノトとなみから、

両平均気温の差も少なくなる。 12時間を超える；場合

は、曇天降雨の日が多く、気温低下が少ないのでなめ

らかな下降をしやすいから比較的誤差が少ない。

〔侵入率比の推定〕

侵入率比を簡易に求めるため、吉野l叫によって計算

図表を作成した（第 21図）。

以上のようにして作成された「葉いもちの全般発生

開始期、急増期の微気象による予測基準（微気象法）＿j

19 

18 

17 

16 
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*111i落II寺11¥lにおける1ドJ6J夕、出（℃）
Mean temperature 

during wetness periods (C) 

第21同 侵入率比と結露H寺問.1z均気視の関係（侵入

本比簡易計算図表）（古野 1979により作図）。

Fig. 21. Diagram for calculation of per℃entage 
penetration ratio. Source: Yosino (1979). 

を第 25表になえした。

2) …般気象による予測碁準（一般気象法）

園場で気象観測を行なわず気象官署の観測僚によっ

て、葉いもちの全般発生開始時期や急増期を予測する

ことが可能であれば実則的でありかつ簡便である。著

者側は先に秋FR気象台における 1tl 24 [8］観測の地域

気象観測値によって予測基準を作成した。しかし



1976年より 1Fl 8回観測に変更されたので、これに基

き予測基準の改訂を行なった。

(1) 臼射量、降悶量

この 2要素については他の気象要素とちがい 1976

年以降も時間別に観測されているので、微気象法にお

ける基準値をそのまよ準用できる。

第25表 主主いもちの全般発生開始j苦j.急増黙の徽気象

による予測装準（微気象注）

｜二i射；よ 当日正f1をまたは翌日午前のいずれか、

または両者各々の Il射量が 200cal/ 

cm2未満、日照i時fi1Jでは 2時間未満。

｜降水；主： 19I除～8u寺、無附i羽または継統的降雨

は lmm/hr以下。ただし 1時間強雨

は4.0mm/hr以下。

用、L 速.21～6自主における準高部位 lOcm上の

平均h立U.・さが0.50m/s未満。

f受入率上伊－草高部位 lOcm！－.における結露時間b)

とそのfl］・間｜付における草冠if!＼平均気温

から推定される侵入率比が0.08以

上。

a) 侵入率比の推定には第 211羽を利用する。

b) 結露ll寺聞は且 24時を含み、 1時間以上の断続が

ないこと。

Table 25. Criteria to predict starting timεof 
general epidemic and/or rapid increasing time of 
blast disease with record of micro司clim呂te
(Micro climate method). 

1. Amount of solar radiation in afternoon of I 

the day and/or forenoon of the next day is I 
less than 200 cal/ cm', or sunsnine hours in I 
th巴seperiods are less than 2 hours. I 

2. Rainfall during 19:00 to 08:00 (next day) is I 
1.0 mm/hr or less. A passing rainfall is 4.0 i 
mm/hr or less. 

3. 

4. 

Mean wind speed 10 cm above the highest 
part of rice plant is less than 0.50 m/s 
during 21:00 to 06:00 (next day). 
Ratio of p巴netrationper℃entage estimated 
with Fig.21 based on wetness duration at 
10 cm above the high巴stpart of rice plant 
and mean temperature at canopy during 
the wetness duration is at least 0.08. This 
wetness duration should include 24：・00and 
successiv巴lycontinue except interrupted 
by dryness le当sthan 1.0 hour. 
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(2) 風速、湿度

胞子形成、結露に影響すると考えられる群落内の湿

度には大気の湿度と風速109)110）が関与Aする。前回の予

測恭準は1ii~.度と風速が 3 段階の組み合せに恭いている

ので＼ここでも両者を組み介せて検討した。

感染好適標本日の 21～6時の平均値をみると（第 22

図）平均湿度 85%以上、平均風速 2.5rn/s米満の範囲

におさまっている。またt・3本沼以外のiヨで、平均湿度、

平均風速以外のすべての気決要素が予泌恭準に適合し

た日のなかで感染倍率の白Jし、日が5例とも平均湿度

85%以 i二、平均風速2.5m／日未満の範囲におさまって

いる。さらにこの純図内に！ぷ染倍率「仁11J、「低Jと推

定される 9例も含まれる。これらの日についてはのち

に考察する。

以 1：によって予測基準の九日空三伯として、「21～6時の

平均湿度 85%以上、平均風速 2.5m/s未満jとした。

夜慌の湿度は比較的安定しているが、風速は f寺的

に強くなることがある。そこで、予泌基1￥＼の風速につ

いての｜ーただし棄さjの部分を除く全ての基準値を満

足する Elをf[IJillして第 26手iに示した。

これによれば、 21～6時に一時的に 4.0rn/s未満の

風速があっても感染倍率には影響がないようである
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第22民 感染好適標本日の 21～6ll寺における平均湿度

及び王子均風速（秋出気象台観測もrO
電静， 1宗本β、母島，感染倍率の高い11＂襟本臼， 0,

感染倍率がrj1または低の日。

Fig. 22. Mεan relative humidities and m巴anwind 
speeds during 21 : 00 to 06 : 00 (next day) in 
the type days favorable for infection and the 
days when all the conditions obeyed to the 
criteria except for above two conditions for 
general climate method. o, Typ巴 days，⑨，
Days with high infection rate but not the 
type days，。， Days with medium or low 
infection rate. 



44 

第26表 一般気象法に全て適合しているが、 21U寺～6時に2.5m/s以上の1時的強風がみられた日の感

染倍率

Table 26. Degree of multiplication rates of the days when all the conditions obeyed the criteria 

for general climate method, but had a passing high wind 2.5 m/s or more dur泊g21:00 to 06:00 
(next day). 

年Da月te日 3 VII 
1974 

D感egr染eeo倍fmu率lti-
H高igh 

plication rate 

M平ea均nWI風i~d ふ、市ed (m/s) 1.8 

05 00 1時的強風 Hour 
Passm&" 
high wmd ~~ee~ (m/s) 3目3

が、’75年 7月9Bに4.1m/s1制の強j誌があって、そ

の感染倍率がド11」となっている。以上により予測基

準における一時的強風は「4.0m/s未満 l＠限り lとし
た。

(3）気温

~~；）：気象観測値によっては結露時間を推定できない

ので、侵入率比を予測基準に取り入れることはできな

い。それで！日器準を参考にして、感染好適標本日及び

微気象法iこ適合した感染好適日における最低気温の最

小1u立をもって気；誌の基準値とした。

第 27表に感染好適標本日及び微気象法による感染

好適日の最低気温を示した。 16℃の区分に 4例みられ

る。そのうち 2例は 16.9°Cで1例が 16.:3℃である。他

の1例は’74if.6月29日の 16.0℃である。これは微気

象j去における侵入率比が0.078の臼である。これによ

10 VII 9 VII 12 VII 18 VI 
1974 1975 1976 1978 

H1f~h Medium H高igh H高igh 

1. 3 2.0 1. 5 2.4 

03 00 01 00 21 00 03 : 00 

2.7 4.1 2.8 3.5 

り一般気象法における最低気温の基準値を 16.0℃と

した。

〔最低気温と他の気象要素との関係〕

…l二記の恭準1査を標本日以外の日によって検討しよう

としたが、最低気温が 16.0℃未満 14.0℃以上月日て＼

その他の気象要素が基準値を満足する事例が 1例もな

かった。そこで最低気温とその他の気象条件の関係を

検討した。二予測基準の作成に使用した 174日を最低気

i,'fl,によって分類し、さらにこれを最低気滋以外のすべ

てが2誌を：1t!f.に適合した日（適合引と適合しない日（不

適合日）に！点分！て第 28表に示した。

これによれば 14.0℃以上 15.9℃以下と、22.0℃以上

の区分に適合 IIが認められない。また 16.0℃以上

17.9℃以下、および 18.0℃以上 19.9℃以 lごの区分では

全体に比較し適合13の出現率が高いようにみられる。

第27表 感染好渡襟本日及び徽気象法に適合した非標本日における一般気象の最低気温

Table 27. Minimun temperature on thεrecord of general climate in type days favorable for infection 
and the days obeyed the criteria for micro-climate method but not the typ巴 days.

最低気温（℃）
~ang日 of 1]} 

temp. or b巴lo
（℃） v <.; v 

感染好適標本日数
No. type day 

非標本日数
No. non-type day 

。
。

16.0 

16.9 

。
4 

17.0 

17.9 

4 

1 

18.0 

18.9 

4 

19.0 

19.9 

3 

4 

20.0 

20.9 

3 

1 

21. 0 ~十
以ヒ

or above Total 

。 14 

1 12 
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第28表 気温a）を除く 略立気象j去の基準値に適合した日と適合しない臼の最低気温

Tab！巴 28. Minimum t巴mperatureof the days when all th巴weatherconditions except for temperature 
obeyed or not obeyed the criteria for the general climate methodal. 

最低気温
Range of （℃） 

minimum temp. 

適No.合days日obe数yed 

不No適合臼数
. days not obeyed 

Total 

適合日出現率
% days obeyed 

13.9 

or 以be下low 

4 

14 

18 

22目2

14.0 16.0 

15.9 17.9 

。 11 

20 28 

20 39 

。 28.2 

18.0 20.0 22.0 

19.9 21. 9 or 以ab上OV巴 Total 

12 5 。 32 

3号 28 13 142 

51 33 13 174 

23.5 15.2 。 18.4 

カイ自乗
Chi squarebl 

、ー一一一一一一向~一一一一一ーーノ 、～→ーーー一一~一一一一一一一ノ 、ー一一一一一一、ザーー←→一一一ーノ 、ー一一一←ー←一、〆一一一ー一ーノ 、、一一一～ー一ー、r一一一一一J

2. 89 5. 12 0. 06 0. 55 0. 90 

有 意性
Significancecl 。 φnon non non 

a) 気温の基準値は l21a寺～6fl寺（翌日）の最低気温が 16℃以上J。 b) 相隣接する温度域開でカイ自

乗検定を行った。 c) 口、やはそれぞれ 10%、2.5%の危険率で有意性があることを示す。

a) Criterion for temperature is 16℃ or above in minimum temperature during 21:00 to 06：・00(next 
day) on the day. b) The chi square test compares the fr巴quenciesof number of the days obeyed 
the criteria between the adjacent ranges of temperature indicated by braces. c ) Symbols臼，や
indicate significance at 10 % and 2目5% probability level, respectively. 

これら相隣接する温度域における適合日の出現率を

カイ泡乗検定した所、ロ4.0℃ J以i二15.9°C以下jの温度

域のそれは「13.9℃ .L)、ドjおよび「16.0℃以上 17.9'C以

下」の温度域のそれらと、それぞれ 10%及び2.5%の危

険率で有意｜生が認められた。

次に上と同様にして、 予測基準の日射if{及ぴ風速の

いずれにも適合する日の出現率についてカイ自乗検定

したところ、上と同様の温度域聞にのみ、それぞれ

10%及ぴ0.1%の危険率で有意J性が認められた。（第 2

9表）

したがって最低気温 14.0℃以上 15.9℃以下の滋度

域に、気t孟を除く各要素の基準値に；i窓会する日が少い

のは、主として日射量が多く風速の強い日が多いこと

に起因している。天気図によって検討したところ、こ

の温度域に属する日はオホーツク海高気圧、日本海上

の高気圧、あるいは低気圧西側の寒気流入による低温

な日が大部分であった。

以上のように最低気温 16.0℃を境界にして、その上

下で他の気象要素にも大きな変化が認められるので、

気滋の基準｛自立、偽の気象要素が全て二子総基準値合j詩

足して、著しく低温な最低気温 14.0℃未満の日を排除

できれば十分なものと考えられた。

(4）結露

前項の平均風速、平均湿度及び降雨の条件のみでは

結露のない日をも感染好適日として抽出することが知

られた。越水川l土無i降雨 r:Iを感染好適日とみなさなか

ったが、著者の感染好適標本日には、無降雨日が 14例

中、 3例含まれている。したがって、一般気象による予

測基準にも結露に関する恭準を取り入れる必要がある

ものと考え検討した。

〔21a寺iニ怠ける結宣言の推定基準〕

作成の過程は省略するが、推定すべき時刻を 21待と

した理由は次のようである。無降雨日の結露状況（第

:rn表）を検討したところ、通常、結露は 19～20時に始

まり、 5n寺半～7時半に消箆し、結露時間はふつう 10

～12時間にわたることが知られた。ここで結露は 22

時以前にみられた日、消露は 5a寺以後にみられた日に

ついてのみ集計したものである。したがって、もし日

没後 22時以前のある時刻における結露の有無を推定

できるならふ時以前に消乏した日を除いて、その 50%
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第29表 一ー絞気象における最低気減とそのuの只射量・風速との関係

Table 29. Relationship between minimum temperature and solar radiation, wind speεd on the days 

uぽ dfor preparation of the criteria for the general climat巴method.
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13 9 14.0 
以下 I 

or below 15. 9 

16.0 

17.9 

18.0 

19.9 

ハH
V

ハH
J

ハυ
｛
J
1
1

7μ

つU

22.0 
以上

or above 1、otal

~会fソ］~、dl・；0~~1~臣d、y~：：~；？ 7 2 20 20 13 2 64 

n占 J：・ 3出バa＼~~＂）
No. fine /or 11 18 19 31 20 11 110 
windy days1≫ 

18 2Q 39 51 33 13 174 Total 

＇；！：）~ .鉛·il~ El 111税率
'% days cloudy 
and windless 

38.9 10.0 51. 3 39.2 15.4 36.8 39.4 

ウイ 11>f-€ 」一一一「「 j L一一一「ザ一一一J L一一一γ叩ー~ 」一…－~一一~ L一一一－－.，，－－~－－－＇

Chi討quarecl 2.85 8.08 0.89 0.05 1.37 

子sL~i1’i内ficanced) 口 ＊＊ヰ non non non 

司） I］射量.f<li.~i去がともに 1 殺気象j去の基j~i三｛！むこ適合した lJ 0 b) ［］射量または風速、あるいはその

)1lij与がイ投気象j去の基擦係に適合しない ii。 c) キti隣接するj足度域r.JJでカイ Pl采検定を行った。 d) 

口、料。iミはそれぞれ 10%、0.1%の危険本で有恵、牲があることを不す。

a) Conditions of solar radiation and wind speed obeyed each criterion, respectively. b) 

Conditions of solar radiation and/or wind speed did not obey each criterion, respectively. c) The 

chi日quaretest compared the frequ日nciesof number of the cloudy and windless days between adjacent 

ran父eof temperature indicated by braces. d ) Symbols o，本中本 indicatedsignificance at 10% and 

0.1%仰せ）abilitylevel, respectively. 

第30i& ~！民降雨 llの結露開始時五lj、消露H寺実lj及び結露

時間

Table 30. Times of formation and disappearance 

of d巴w and wetness duration in no rain days. 

11 数平均1r直土標準偏差：

No. dayペfor Mean十 SD
alculat10n 

京11ffi1i: Ill~ 始 il'J l¥IJ 
Timεof dew 64 19:24 ± 35m 
formation al 
j円 露 H寺 亥lj
Time of dew 68 06:32士 52m
disappearance"l 

露 fl司
52 10"58出土lhl2間Wetness durationcJ 

a) 22 時以 iJfj に f,r'i~＇~した IJ 。 b) 511寺（！そ日）

以降；自民の日。 c) 22 II寺l以前結露、5ll寺以ll年I百九三の IIo 

a) Calculated on the days when dew formed 

befor日 22:00. b) Calculated on the days when 

dew disappeared after 05:00 (next day). c) 

Calculated on the days when dew formed before 

22:00 and disapp巴aredafter 05:00 (next day). 

は 11時間以上の結露となる。第 31表によれば無降雨

の標本臼の結露時聞はおよそ 11時間前後である。こ

れに気象官署の観測時刻jを考慮して結露の推定基準の

推定時刻を 21時としたのである。

第32表の結露の推定基準は検索表の形をとってい

る。この推定法準ーから、結露l土、主：に隙間があるかま

たは絹雲、絹層雲で、伎の放射がある程度行なわれて

いる条件卜今で、気1Jn1fllをにくらべて風速がある割合以

下の時にitじやすいことがわかる。またある程度の放

射が為れば、湿度が非常に高〈風速の弱い時には、気

温下降が少なくても結露するものと考えられた。

以上の結露の推定基準を作成するために使用した無

降雨の 108例にそれぞれこの基準を適用したところ、

結露・無結露の推定は何れも 90%近い適rfリ交を示し、

はほ消j足できる結果が得られた。 i車中度が 90%をr.1rn

ることができなかった主なる原因は、結露が 21時後に

若干返廷した日があるためで、 311寺f詰j毎綴泌総を使用

する以上これはやむを得ない。
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第31表 4!l~降雨の感染好i座標本 l二l の結露時間

Table 31. Wetness duration in the type clays favorable for infection without rain. 

if'・ Fl H 

Date 

結五抑制＼J (il寺問j：分）
Wetness duration 
(hour・ minute) 

平均気出 侵入率比
Mean temp. （℃） Perce.ntage 

penetrat10n ratio 

一一一一一一一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

4 VII 1973 10"30'" 19.5 0.127 

2 Vll 1974討 11 "20間 17.号 0.097 

5 VII 1975 12"10rn 16.9 0.092 

12 VII 1976 10"40m 19.2 0.116 

a) 翌日 10:00～ 12:00に0.0mm/hrの降1'10あり。

a) Rain of 0.0 mm/hr fell from 10:00 to 12:00 in the next clay. 

〔降雨後の結露継続の推定〕 以上のようにして作成された「葉いもちの全般発生

降雨尽に溺がやんだのち、その雨泌が乾かす「に結露 開始期、急増期の A般気象による予測基準（坊主気象

時間として綴絞できるための気象条件もまた、結露の 法）Jを第 32、33、34表iこ示した。

推定として無視できない。強風を伴う強雨はしばしば

て＼附がはれたのちも強風がしばらく続くことがある

からである。

第23図には、問がはれたのちも結露計上の露がなお

乾かずに継続した事例と、乾燥消失した事例について、

！？日がはれた時刻の風速、湿度を示した。事例が少ない

ので明らかでないが、全体として、雨後、結露が継続

した事例は降雨後多滋のときに、消滅した事Wtll立低湿

のときにみられる。多湿慨にあって、強風にもかかわ

らず露が継続しているのはモヤが発生していた日であ

る。日没前に雨がはれた場合の大部分は露が乾いてい

るが、「i没後でも、湿度 83%、風速 2.6m/sで乾いて

いる事例が認められる。すなわち日没後の結露継続の

条件は、前に示した湿度、風速のそれぞれの基準値

85%、2.5m/sがほぼそのi浪界他であると推定される。

この条件l勾にありながら消露している 1例は 15ll寺

に泌か、やんだもので、当時の Elf持、草寺潟i土毎時 0.2時間

で、日射量は 27cal/ cm2hrであった。日没誌の 18I!寺

にiキIがやんで、モヤがなくしかも露が継続している事

例は、湿度 93%、風速 1.3m/sで日照がみられていな

い。 El射は lcal/cm2hrであった。

以上から、水田における雨役、結露継続の条件を「雨

後モヤ、霧が発生しているか、または雨がはれた時刻

が18時以降で雨後日没までの日射量が5cal/cm＇以

下あるいは日照時間が無く、湿度 85%以上、風速 2.5

m/s未満jとした。（第 33表）
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第23図 降雨後の結露継続の有無と降雨のdーんだl時

及lj ・｝長~j史・湿度との関係
＠結露継続 0 1国露ニモヤ

図1:11の数字はi雨がやんだ5寺実jを示し、風速・湿

度はその待郊のものである。

Fig. 23. Relョtionship among continuity of rain 
drop当 tonight after rain in daytime, abated 
time of the rain, wind speed, relative 
humidity and haze or fog at that time. • ; 
Rain drops continued until night after rain in 
daytime on dew meter. 。； Rain drops 
disappeared befor巴 night.二； Hazyor foggy 
until night after the rain in daytime. 
Numerals beside the circles indicate abated 
time of th巴 rain.
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2 

3 

4 

5 

第32* 水田における結露の推定基準 その 1（検索表）

（無降雨日・ 2lrl寺）

[21 n;Jの雲：il:10 (k:rL't 絹層雲をれ 結露なし

2lfl寺の－；；；；：，t10 1以下、または絹雲・絹層雲で主：量 10以ドa）……… 2 

l ム日~bl 註 W1scl またはム I担 W21

6 Ti!< Wisかつ 6 TU< W21 

［ム T~1 詮 W21

1 ム T~1 < W21 

結露あり

3 

結露あり

4 

rW 21 > 3.0 rn/s……...・ H ・－－……ー………・…・…………－…－…－… 料；露なし

LW,, 三玉 3.0rn/s ..・ … …・・－…・・・ ・・・・ ・…－－・・・…・・………ー…・・・………・ 5 

!21 H去の雲；が絹雲またはi持層雲一....・ H ・－－－－…一…・－…...・ H ・－…－－… 結露あり

L21 ll寺の雲がi二記タト…・…υ …・・υ ・…・υ ・…，…...・ H ・.....・ H ・…........…υ 6 

6 f I-<Ilzid1き官。%かつ W21< 2.0 nゆ 結露あり｜

LI<I lzi < 90% または W21き2.0m/s …・ …－…・…－…－…・…・ 給認なし I 

a) 雲量1σ ；雲が全天を覆っているが隙間がある。 b) ムTl!; 18 r侍－21時における

気温降刊支数（℃）。 c) Wis ; 18 u寺における風速またはそのメートル数（m/s)o

d) RH21; 21時における相対湿度（%）。以土はすべて秋田気象台地上気象観測による。

Table 32. Key for presuming dew existence at 21:00 in paddy field in no rain day"1. 

2 

3 

4 

「;) 

6 

「loud…t山 O川…tclo 
Cloud amount at 21:00 is 10一bJor less, or 10 or less for cloud form 

of C, or Cs 

［ム If!°Iリ isd1orム恥 W21

ム T弘＜ Wis andム Tri<W21・

［ム山 W21

ム 1、~1 く W21

[wジ 3.0m/s・ 

W21 ~ 3.0111/s ... 

[Cloud form at 21:00同 orC, 

Cloud form at 21:00 is different from C, and Cs 

［ ~m21e1 丞州 and W21く 2.0m/s. 

Erb< 90% or W21丞 2.0m/s 

no巴x1st.

2. 

exist. 

exist. 

4. 

no exist. 

「0. 

exist. 

6. 

exist. 

no exist. 

a ) Source ; Climatic records of Akita Local M抗日orologicalObservatory. 

b ) Cloud amount 10-; cloud amount is 10 but breaks exist. c ）ム TU;

numerical value of temperatur巴 incentigrade fallen down from 18:00 to 21・：00.

d) ＼νis, Wind sp巴edor numerical value of wind speed in m/s at 18・：00.

日） Rlb , relative humidity at 21:00. 



3) 適用時期

微気象法及び一般気象法は秋田県における平年の 6

月 15日以降7月初日に相当する生育最の水田に適用

してその有効性が舷められている。これは秋田県にお

いて凶槌約 1ヶ月後から出穂、約初日前までの時期で

ある。しかし後述の理1±1により適用始期はとくに定め

ないこととし、適用終期を 7刃20Bとする。

4) 適中度

作成された予測基準の妥当性そ検討するため、その

作成に使用したそれぞれの日（微気象法 163l:l, A 般

気象法 174日）に、これらの予測基準を適用した結果

（第 35表）、微気象i去において 25日、一般気象法にお

いて 28Bがそれぞれの溶準値に全て適合し、感染好適

臼として検出された。この中には予測基準作成のため

に使用された感染好適標本日がすべて含まれている。

そこで、これら標本日を除くそれぞれの日を推定さ

れる感染倍率によって分類してi諮問表に示した。こ

れによれば標本日以外の感、染倍〆容の高い日がI両法によ

り5例づっ検出きれ、いずれも之さ当な検出と考えられ

る。

しかし岡予測基準が検出できなかった感染倍率の高

いfjが2例ある。その 1つは’74可三 6月30日て＼その

日の侵入率比は 0.044、結露時間 13時間で最低気温（一

般気象）が 13.4"Cであったが、当時行なっていた時間

別総子飛散状況調査によれば、＇ i¥Bの夕方の飛散紹子

数が他の日にくらべて著しく多かった。日中、風が弱

第 33表 JJ¥rnにおける結露の推定基準その2

（雨後の結露継続）

雨後、モヤ・霧が発生していること。または雨が

晴れた時刻カて18日寺以降で、日没までの日射量が5

cal/cm＇以下あるいは日照 H寺聞がセロで、湿度

85%以上、風速 2.5m/s未満。

Ta blε33. Criteria for presuming continuity of 
rain drop until night aft；巴rrain in daytim日

A rain abates at 18:00 or later, and after 
that time wind speed is less than 2目5m/s, and 
ralativ巴 humidity is 85% % or more and 
amount of solar radiation is 5 ca/cm2 or less 
until suns日t; or being hazy or foggy after rain. 
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第34表 葉いもちの全般発生開始具n.急増期の J 般気

決による予測基準（官主気象法）

日身j；止。当日午後または翌 El午前のいずれか、ま

たは両者弁々の日射i量が 200cal/cm＇未

満、 iヨ照待鍔では 2I手間未i持。

降水；，［ 19～8 n寺、然降雨または継続的降雨が 1

mm/hr以下。ただし 1時的強雨は 4.0

mm/hr以下。

風速 21時～6時における、jZ必J風速が 2.5m/s 

未満、 1II寺的強風は 4.0m/s未満。

湿！笠： 215寺～6fl寺における子均湿度が85%以

上。

気品 18 時～6 時における最｛氏気 i1~Lが 16℃以

上。

結露結露の術史ぷ準（その 1）、（その 2）に適

令のこと。

秋ITI気象台地上父象主主総値による。

Table 34. Criteria to predict starting time of 
general epidemic and/or rapid increasing time of 
blast disease with records of general climate 
(General climate method). 

「一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
1. Amount of solar radiation in afternoon of 

the day and/or forenoon of the next day 
are less than 200 ca/ cm', or sunshine hours 
in thes巴timearc less than 2 hours. 

2. Rainfall during 19:00 to 08:00 (next day) is 
1.0 mm/hr or less. A pa月singrainfall is 4.0 
mm/hr or less. 

3. Mean wind speεd during 21:00 to 06:00 
(next day) is less than 2.5 m/s. A passing 
wind sp巴edis less than 4.0 m/s. 

4. Mean relative humidity during 21 :00 to 
06：・00(next d司y)is 85 % or more. 

5. Minimum temperature during 18:00 to 
06:00 (next day) is 16'C or more. I 

6. Dew condition obey the criteria shown in I 
table 32 and 33. I 

く日射が少なく、湿度が比較的高かったためと考えら

れる。あとで考察するように、その日に稲葉に侵入で

きる胞子の大部分は、前夜半の早い頃に於詩文するもの

と考えられるので、 74年 6月 30日の侵入手上じが低か

ったにもかかわらず感染倍率が高かったのは、夕方の
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第35表微気象法及び一般気象j去の適11：皮

Table 35. Evaluation of the prediction by the criteria in micro-climate and general 

climate methods. 

予測対da象v:日数A No. ys examined 

感No染．好適日として検d出されたお数
B ~：6i~ detecte as the days 

favo for infεction 

検No.出がi金当と見なさ 11るL1安全
l d~J~ ly rεdicted 

succεs 1 

検出が不適当な H数
ll No. ~Ji~t failed 

to p 

検出が容認できる臼数b) b) 

m No. dbl~ predicted 
tolera 

検N~H取り落しの日b数lee)
C days favora for 

infection but not predict日c]"l

D ~勺a1｛リe~）n支uccessful prediction 
感染好適日
Days favorabl日forinfection 

感I〕a染vs不通日y unfavorable for 
infection 

微気象政
Micro climate 

method 

163 

25 

18 a) 

4 

3 

2 

0. 72") (0.84) e) 

0.99° 

…州全気象11ミ
General climate 

method 

174 

28 

1ヲ

5 

4 

2 

0.68") (0.82) e) 

0.99f) 

a) 18 VI 1978は欠損lj値があり含まず。 b) 感染倍率中の El及び 16Vil 1976 （本文

参照）。 c) 30 VI 1974、11VII 19750 cl ) i/Bo 

e) (i十iii)/B。 f) (A-B-C)/(A-B)。

品） 18 VI 1978 was excluded bεcause records of micr・o-climatewere defεctive. 
b) The days having medium multiplication rate and 16 Vil 1973 assumed to have 
high multiplication rate because many brown point type lesions existed owing to 
increasing resistancεof ricεplant in thεsurveyd field. c) 30 VI 1974, 11 VII 1975. 
d) i/B.ε ） (i十iii)/B. f) (A B-C)/(A B). 

胞子飛散数がタかったためと考えられる。 検出している。感染倍率が「中」と推定された日は約

他の 1つは棺本日から除外した’75年 7月 11Elて＼ 170例中、 23例あるが、後でのべるように本来感染倍

夜の気象は微雨強風て＼翌朝 7時から微風、 11II寺から 率の推定はかなり困難なもので、それに加えて定量性

雨がやみ、その後も微風で日照がなかった。結露討の のない本予測基準て＼この程度の予測の誤りはやむを

露検出は 12tt寺までであるが、ド葉て守容が長時間残って 得ないと考えられる。またこれによる実用場聞の実害

いて多量の感、染が日中行なわれた可能性が考えられ も軽いものと考えられる。

る。したがって予測基準のみならず、午に交換きれる 感染倍率が低い日を感染好適日として検出した事例

鉢植の稲もこの臼を検出していない（第 15図）。 が、微気象法に 5例、一般気象法に 6例ある。微気象

次に両予測基準は感染倍率が［中Jの日を各 2、3例 法のみがこれを検出した’73年 7月 10日は、同法がー



第36表 微気象法または…令市立気象jよJこ適合した感染好

i良標本日以外の日とその日の感染倍率

Table 36. Degree of multiplication rate on the 
days of which weather conditions obeyed the 
criteria for micro-climate or general climate 
methods but other than the type days favorable 
for inf日ction.

if n日

Date 

的！叫一

加熱田一B
it－一←ノ凸し←

のいα一
会民一A

遇。一

μHUρu 
－、，iιlL

た十孔aiIr 
倍fnd。。

染巴．U

感伊胤
fpム

D 

23 VI 1974 l，ヨJ High 十 十

29 VI 1974 1¥)j High 十

14 Vil 1974 出』 High 十 寸一

23 VI 1978 /;"IJ High 十 一十

26 VI 1978 品 High 十

16 VII 1976 や

17 VII 1976 1t1 

22 VI 1978 中

7 Vil 1978 片！

Medium b）十

Medium b）十

孔!J:edium ＋十

Medium + c) 

10 Vil 1973 低

16 Vil 1973 flS 

13 Vil 1975 1長

5 Vil 1977 11五

6 VII 1977 f!J; 

11 Vil lヲ77 1& 
2 VII 1978 f& 

Low 

Low 

d) 
イ

十 十

十

十

十

十

十

b

b

 

一

＋

＋

十

一

w

w

w

w

w

 

o

o

o

o

O

 

L

L

L

L

L

 
a) A ，微気象法、 B；一般気象法。 十；適

合、 一；不適合。 b）、 c）及びd) それぞれ侵入

率比、結露、風速の基準値に不適合。

a ) A ; Criteria for micro climate method. B ; 
Criteria for general climate method. +; 
Obeyed, ; Not obeyed. b), c) and d) The 
weather conditions of the da~ did not obeyed the 
criterion for percent pen巴trationratio, dew forma-
tion and wind speed, respectivεly. 

般気象法とちがって一時的強風を考慮していないこと

による。 ー般気象法のみが検出した’75if 7月13

1’78年 7月2日はともに朝方の消露時刻を同法が推

測できないことによる。両予測基準がともに検出し

た’73-"f 7月16日は、病斑伝染過程の調査に供したi盛

場の稲が急激に肥料切れをおこし、そのため感染病斑

数が少なく、感染倍率が過少に評傾きれたものと考え

られる。この病f}:Eti:l現 Bfこは多数の褐点型病去を
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が出現していたので、もし肥料切れのない状態で1土感

染倍率が「中j～「高」であった可能性が高い。これに

対し両予測基準がともに検出した’77年7月5日、同 6

日、｜司 11Elには上の諸例のような特別な原因が発見き

れなかった。したがって感染に影待の大きい何らかの

うえ象要素て＼まだ予測基準に取り組まれていないもの

があるのではないかと考えられた。

越7J<70）；立感染好適Elの詰1J5日間（奏者のu付呼称で

は当日及び前 4日照）の平均気沿が25°C以上、投ぴ

20'C以下の日をその失格条件とした。また佐々木

らlll）は蔓延開始期！の病斑をもたらした感染 E:Iの気象

を「最低気温が lTC以上が2日続き、 2日以上降水日

があった後の晴れ間」とした。横浜ら 156）も 3日以上の

曇雨天Elを初発生をもたらした感染英！！の特徴としてお

り、感染に対する前原気象の柔喫牲を示唆する報告が

少なくないの

そこで、感染に対する前歴気雪之の影響について検討

した（第 37表）。これによると絞本日及び感染倍率の

高い日の中に越水や佐々木らの条件からはずれる事例

が幾つかみられる。しかも検討対象の 3例はこれらの

前店主気象条件をすべて持っていない。 したがって、こ

れらを感染好適日の失格条件とすることは著者の場合

不安と考えられ、’77年 7月5I二i、問 6u＇同 11日が予

測基準に適合しながら感染倍率が、低かった原因がその

前歴気象にあるとは考えられなかった。

これらの事例はお互いかなり相違した気象条｛牛の日

である。しかし相互に極めて接近した時期であること

から、あるいは何等かの調査の欠陥があった可能性も

あるが明らかでない。

以 l二のようにして、両予測基準の適中度は、約 70%

というやや低い結果となったが、感染倍率が「中」の

日を各 2,3例と’73if 7月 16日を容認すれば適中度は

80%を超える。

3. 考察

本章でまず明らかになったことは、葉いもちのほ5J!J

感染返は変動がすこぶる大きく、全般発生あるいは急

増期はわずか 1日の感染好適日があればこれに続き始

まることである。

ついで、7月、伝染第 2世代以降の日別の感染倍率を

推定したところ、感染倍率1傍未満の日が全体の半数

をしめ、また 10倍以上 30倍に及ぶ日が 14%をしめる

など、変動が極めて多い。そのうち急増滋をもたらし

た尽の感染倍率は 10倍以上の日と一致した。 IIIでノ示
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第37表 予測l基準に前歴気象の条件去最n.みこむ必要性の検討

Table 38. Evaluation of antecedent weather conditions for criteria to detect weather 
favorable for infection based on the theories in three reportsai. 

山山ぱ
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目付
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一1
1
仁
川

珂
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コ
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立
口
百
．
1

｛

y
l
 

k
a一u

u
v
G
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d〉

I

「，

ω
f

十
A
O

T
E
i
 

F
 

日

刊

a
 

d
 

本

巴
p
 

標

巾
MM

高中低
High Medium Low 

対 象日数
No. days examined 

( l)bl前 5Fl問d）の平均気視
Mean temp. during past 
five days of th巴 dayswas 

25°C以 l二 25°Cor above 

20℃以下 20"C or under 

(2)bl 前日または両If々日 d）の最イ~1気 ii\D7℃以 iマ
Min目 temp.was under 17℃ in 

自む 日 the day before the day 

前々上l two days befor巴 th日 day

両 l::J the above both days 

(3)bl前 2日間Jdl無降雨
No rain fall during past two 
days of the day 

14 5 1 3 

。
3 

0 

2 

。。 。。

内〈

d

戸
へ
リ
の
rJμ

つ
臼
つ
u

t

i

ハH
U

ハHυ

ハH
V

ハ
リ
ハ
H

V

A

U

l l 。 。
a) 表中のl数字：は該当日数を示す。 b) (1）、（2）及ぴ（3）はそれぞれ越水（1982）、佐々

木ら（1971）の基準値て＼少なくともその1に迎合する flは感染好適日から排除される。

c) 第 36表中、微気象法及一般気象法に迎合した 16VII 1973以外のナべての日。 d) 

11付呼称については本文参照。

a) Numerals in the table indicate the number of days obeyed the condition 
conc巴med. b) Conditions (1) are critεria after Kosimizu (1982), and (2) and (3) 

are after Sasaki et al. (1971). The days obeyed at least one of the conditions are 
eliminated from the day favorable for infection. c ) All days obeyed both micro 

and general climate methods except for 16 VII 1973 in Table 36. 

した急増期と全般発生開始期はほぼ一致するという知

見にもとづき、感染倍率 10俗以上の日と全般発生をも

たらしたと推定される感染日を併せて感染好適標本日

とし、これらの日の気象条件を解析して全般発生開始

期、急増期を予測する基準を作成した。

Van der Plank103110叶立見かけの伝染迷政 （Appar-

ent Infection Rate）と真の伝染速度 （Basic:In）もction

Rate）によって植物病’ifの伝染そ論じた。そのI有者の

考え方は著者の増加倍杯、後者JI感染倍率に相当する

が、数日の平均値からボめた11立て、あり、若？？の 1日毎

の値；とは異なる。

しかし 1日毎に求めた感染倍vれはかなりの誤差を伴

っているものと考えられる。その原因の lつは同じ日

に感染した病斑の出現日が附ーであることを前提にし

ていることである。しかし同じ日のJ感染であってもがj

斑の出現日は必ずしも同じでない（未発表）。また病斑

の分生胞子形成能が病斑発現後の日数や発現後の気温

経過、病斑型により変動する州ことや、闘場の稲の抵抗

力の変動がその原因に挙げられる。したがって予測基

準の作成や泊中皮の 0－祭にあたって、感染倍率の

推定誤走には十分考慮しなければならない。

感染好適松本臼の二＼＼良を解析して予測基準を作ると

きには、秋田農試I者l上告のも強気象観測値と秋則気象台に

おける観測仇を使用し、前打‘に後者の日射量、



を併令せ7たものを微気＇＊による 7ユ測悲詩主（｛紋気象法）、後

者によるものを←一般 7~象による予誤lj基I隼（

とした。

それぞれの解析は、まず村本日の気すと条{It：について

検討し、それで明らかになった条件を標本日以外の日

について確め、必要に），芯じてそれを補正し予測基準を

定めた。微気象法に取り入れた気象要廷は、日射量；（日

照時間）、風速、降水；辻、気滋、結露詩認である。 誌を

気象法iこは Elfjj量（ l:l照時間）、風速、湿度、降水量、

気混、雲：達、乏の種主iをとっ入れた。

これらの予測N~準により明らかになった感染好適ノ兵

家は概Ill各！日中、公りもしくは雨天で、校は無］!11~ ～微！氏、

降附がな（結；零がみられるかまたは微雨で、最低気温

が 16℃以上の日」となる。以下、両予測芯擦の内容に

ついて微ス象法と一般気象法を一括して今市する。

〔日射蚤・臼照時間〕

尽きま；達、日照待問はこれまで、統計一子案こえにも多く取

り上if，バLてうた叫1'4）。これらはいずれも比較的長鶏

i聞にわたゐ観iWHfl1の介計値を利用し、葉いもちの発生

と負の杓i均i珂係を；Iミγことが多い。

II単位の日付託、 11照時間の葉いもちの感染過程に

及ばす｛；＇.~~＼~について、古野159）は晴天日には付入 DJ能 El

の多例が少ないとした。その理由として、；1,1天日には

水消の乾燥が学いので午前O時を起点として算出した

葉尚混潤時間が短く、そのため侵入苓（比）が小さい

値をとんためと考察した。これに対し、鈴木122）、橋本

ら＇.＇9)30）、中村90)1土靖子Jの日は治天の 5にくらべて胞子

飛散開始や飛欲:ir~高 n;'i亥りが返れ、総:I!な欲誌が少ないと

している。また橋本ら3川ま発病した畑沼代に持ち込ん

だが~fflの fi3病 l士、 12 時、 18 時に置いたと＼iよ多かった

が24時に持九込んだときは発生が艇めて少ないζjl例

が多いことをノ1ミした。これから業いもちのち量感染は

夜半までの飛制j包子数が多い場合に起こりやすく、夜

半から明け方主での飛散胞子は大きな関係がないと結

論した。さま若もまた路子の時間J]IJ飛散数と感染病3径数

との関係、そ倹？？すし、その日の胞子総飛散数に比較し、

22 II寺あるいは 20時以前に飛散した胞 f数か、毎日の感

染病斑数と I主い相関係数を示すこと去明らかにした

（未発長）。

したがって哨天日に感染病斑数が少ないのは、胞子

の稔散時五ljが遅〈、それにより侵入可能な飛散胞子数

が少なくなることが主要な原凶と考えられる。靖尺日

は結広開始時刻が曇天日より早いことが多いので、結

露尋問が 11時間を超えることは珍しくない。無経rm
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の標本日の給f~I時間が 10 時間J 30分ないし 12時間で

あることを考えると、晴天日の結露時間が短いため感

染が少ないとはいえない〉

したがって阿予測法当えでは、当日午後あるいは翌日

午前のいずれかの日射没が 200cal/cm2未満と規定し

ているが、その前者は胞子形成に影響する気象条件で

あろうと考えられ、その後者は親方の消露時五ljに関与

する条件二と考えられる。

しかしながら微気象法では結建時跨を基準に採用し

ていゐから、もし午前の日射泌が消露に影響する条件

であみならばこれは基準の重夜である。しかし日射量

のみ法準値に適合せずとの他の流家要素がすべて微気

象法を満足した 17例には感染倍率が高い l二lが I例も

みられなかった。このことは、微気象法においても結

露時間とともに臼射差の基準を必要とすることを示し

ていゐ。この理由については必ずしも明らかでないが、

結露ぺ十が草高部上にのふ1没謹ざれ中下葉部の結露待拐

を総定しなかったことや、太持事長射の影響で茎葉に比

較して結露計の消露が々、早いことなどが原因と考、え

られる。

〔侵入率比（結露時間・王子均気温）〕

幸手出土，1；野l附の研究結果を微気象法に利用し、侵入

率上じの基準債を 0,08とした。主た結露時間における王子

均気沿の簡易計算法や平均気温と結露時間から侵入率

比を簡便に推定する侵入率比推定関表をも作成した。

この場合著者は、言IJ:i7t.の胞子飛散の経遜と穏体侵入可

能胞子数との考察から，結露Ii寺簡の起点は吉野によら

ず当日 12rl寺とした。しかし越Aく川も述べていゐよう

に、日中の気象は不安定なので感、染に対する影響は少

ないものと考え、結露時間に断続がある場合には 24U寺

を含まない結露時間は｜徐くこととした。感染量をシミ

ュレー卜するのと災なり、取に感染好適日を検出する

にはこれで十分とエ与えたからで、ある。しかしながら適

中皮の項で述べた＇ 75年 7月日日の事例のように、日

中の感染条f牛を考療しなければならない場合も稀にみ

られる。

越水70）はアメ夕、ス資料による予測基準において侵入

率（比）の恭準値を 4%(0,200）としているが、これは著

者の 2,5倍の1i！（で＇ji，る。この相i創立、著者の基準値は

微気象観測値にもとづくもので、越水のそれはアメダ、

スの観測値によることによる。検討したところ 18時

～6時の気象台平均気温は微気象平均気温に比較し高

いことが多く、少なくとも微気象値を下Eることはな

かった。調平均気温の差異は通常 O～2℃の範留にあ
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ったが、 2"Cを超えることは決して稀でなかった。し

たがってアメダス観測偵の場合も同様で、これによっ

て算出される侵入率比は微気象値による侵入率比と同

等かそれより高い依をとるものと考えられる。たとえ

ば、アメタホスにおける平均気慌を 19℃とし、越水の定

義する葉国湿潤時聞が 12時間で、あったとすると、この

場合の侵入率上じは越水の基準値lこ相当する 0.206とな

る。もし葉面湿昔話待問〈結露持部）が上と等しいと仮

定し、草冠部気温がアメダス気ii&より 1℃低いとすれ

ば、その侵入率比は 0141、2℃低いとすれば0.086と

なり著者の基準備に著しく近くなる。

越水70）は無降雨 13を感染好適日として認めていない

が、著者の 14例の感染好適標本：日のうち無降雨日は 3

例あった。鈴＊123)1土静置式スライド上に落下した胞

子の附着器形成率は附天日には晴天日の五倍に達した

と述べている。しかしその成績そみると、例数は少な

いが無降雨日でも降溺尽に径数するF付着器形成率を示

している Bがある。そこで著者は然経飛行の結露条件

を解析して、 21時の水聞における結露の推定基準を作

成し、これにより一般気象法の遊中皮を高めることが

できた。他の気象唆素がすべて基準11~1に適合し、結F誌

の推定基準によって排除きれた感染倍率「中」「低」の

事例は 11例にのぼり、この中には不適当な排除例はみ

られなかった。

〔風速 〕

｝誌は葉身；こ熱量を補給し、葉温をと昇せしめ28)1問、

総務に影響する九また群落を後Eしして群落内の湿度

を低下きせ110）、胞子形成に影響する 31)73）。この他鈴

木122）によれば、風は植被層における胞子の拡散状態や

稲葉に対する l~f着率に影響する。さらに小野ら附は、風

は水滴中に！懸濁浮遊した胞』子を水滴から再び離散せし

める作用をも持つという。すなわち風はいもち病の伝

染を抑制する方向にしか作用しないように考えられ、

鈴木122）、佐々 木ら III）も同様の報告をしている。

斉藤110）によれば、小麦畑において穂面上40cmの風

速が0.5m/s以下になると群落内部の水蒸気は飽和状

怒になるという。また鈴木l叫は、地と 2mにおける風

速が 2m/sを越すと草冠上 lOcmの胞子数が急減す

るとし、その成績によると地上2mの風速が 1.5m/s 

強の時、主主冠面（地上約 50cm）の風速は 0.5m/sに相

当している。

以上によれば著者の微気象法の基準値である草高上

lOcmにおける 0.5m/s前後の風速により、群落内の

微気象に著しい変化が起こるものと考えられる。なお

1著者の観測値と気象台観測値を対比すると、気象台観

測値が2.5m/sのとき、おおむね草高上 lOcmにおけ

る風速は 0.5m/sであったが、高い相関関係はみられ

なかった。これは大気の安定度l州と関係があるものと

考えられたが、風速の恭準般に対する適合が奥なって、

そのため微気象法と一般気象法の感染好適日の検出結

采が異なったのは 1例のみである。

小野ら95）、三沢ら85）は、 2～5mのj武が分生駒子の分

生子梗からの離脱を促進するとした。しかし嵐は分生

胞子の離脱に必須の条件ではなく、小野ら95）は閉じ報

合の中で、高温度や；j(j商の存在がIJ包～子の離脱に関与Aす

る最大の要因であるとしている。

Van  der Plank1附IH丙斑密度を高める伝染と病斑

の分布拡大とは、 1つの現象の 2側面lであると述べて

いる。しかしながら Gregory2n鈴木122）によれば風は胞

子を長距離にわたって飛散せしめるという。全般発生

開始のための感染がJSえの弱い自にみられるということ

と、これらがどのように穏係しているかは興味ある問

題である。

--fl寺的な強風がいもち病の感~に対し抑制的に作用

する原因は、おそらく露の払い落しゃ消露などに関与

するものと考えられる。しかし濃霧の時の葉上水滴は

非常に微細で、あるから、その場合一時的強風は感染に

対し影響することが少ないと考えられるが、その事例

が少ないので明らかでない。東北地方太平洋沿岸地域

において検討するとこれらの点が鳴らかになる。なお

今後微気象法にも一待的強風による失格条件をとり入

れる必要がある。

〔降雨最〕

降雨が続く l侍にいもち病の伝染が多いとする報告は

多いが24)48)73)154）、ここで問題にするのは日単位の降雨

である。

著者の予測基準では 1ll寺問 l.Omm以下の降雨は感

染好適条件：となり得るが、 lE寺関 4mm以との降雨は

失格条件となっている。総隠は群落内を多湿にして、

胞子の形成、飛散を促進7討するが、南が強くなると胞子

採集が困難になるとされる4ヘ鈴木1叫によれば降雨は

胞子発芽のための水分補給とともに、飛散胞子を捕促

して稲体に附着せしめる作用をもち、いもち病の流行

に↑足進的な婆因ともなっているとした。

千葉ら 138）は接種試験により、接種後9時間のうち

30分間 12mm/hrの強雨にさらすと、感染病斑数が約

1/5 ~こ減少すると報告した。吉野159）は自然降雨につい

て毘様の実験をし、 i漆爵量が多く降雨5寺！習が長い程、



また接種後降雨までの時間が短い程i約着胞子が流亡す

る比E転が高〈、病斑数が減少するとした。

越水70）はアメダス利用の予測ほi~＇.の中て＼強いi将が

ゃんた、後、胞子のfl］.形成などに慢するH寺聞を 9時間と

考えその問の（葉面)1,llj問時間は無効とした。著者の観

測事例中、 16～18時に 8～5.5mm/hrの強悶があった

Elで、その翌朝 9時から晴天になった事例（1974年7

月3E1)は感染好i酎；塁本行であった。この場合、越水

による築面湿潤時間は最大8持混となるが、この持侵

入活動に最も好適した 24℃においても侵入不よじは

0.012にすぎない。これにより、強雨後命定の結露fl寺間

を無効とする条件は本予illlJ基準に採用しなかった。

〔気混〕

骨量気象観測11直によっては結家時間を推定すること

が困難で、、侵入率比あるいはこれに基づく気視の基準

値を一般気象j去に定めることはできない。しかし気温

はいもち病葱の侵入過程；こ重要な影響力をもっ要密と

考えられるので、襟本白及び微気象法iこ適合した尽に

おける最低気混の最小儲 16.0℃をもって一般気象法に

おける気温の基準値とした。

この基準値の妥当性を標本日以外の事例によって検

討したところ、これが感染不通日を効果的に排除する

のは最低気温 14℃未満の場合においてであって、 14℃

以上回目。℃未満の温度域に属す一る 20例には気温のみ

で排除される感染不適日はみられなかった。最低気視

がこの温度iおこ該当する臼の気象は、天気図によると

北方高気圧jこ強く支配されており、日射量、風速とも

に大で降雨が少ないという特徴をもっていた。したが

って最低気温 14℃以上 16℃未満の温度域に最低気温

があらわれる時に他の気象要素が予測基準に適合する

気象があらわれる地域がもしあるならば、気温の基準

値については別に検討する必要がある。上述の低温領

域と同様に、最低気温が 22℃以上の高温領域にも感染

好i畿日がみられず、日射量、風速が高い値を示す日が

多かった。したがってこの温度減は夏型の気圧自己震に

あって中緯度高気圧に覆われた気象146）と考えられる。

いもち病の発生と気温の関係を論じた研究の中に高

温抑制24）及び低温抑制I）といって、若しい高浪、あるい

は低温がいもち病の伝染を抑制するという考え方があ

る。しかし以上の考祭によれば、気温とその他の気象

要素との聞にはかなり強い関連性が認められるので、

単純に気温のみでいもち病の伝染を論じることはでき

ない。

〔適用量寺務〕
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予測基準の適用の始期を考祭するにあたって考慮す

べき 2点がある。

その 1は稲の生育蚤との関係である。いうまでもな

くいもち病菌の活動に影響する微気象条件は、大気と

闘；場の群落の 2つの状態によって規定されるから、；｝（

干illの生育最の如何によってはたとえ予測基準に適合す

る一時空気象の条件下でも、微気象的には感染に好過し

た条件が形成きれないことがあると考えられる。これ

はー毒空気象法のみならず、微気象法においてもいもち

病菌の＜？＂i~功の場である稲葉ーとの微気象を直接測定して

いないから同様である。

その反面、本予測基準はある生育選；以上の圃場を対

象にして感染好適気象の最低条件を定めたものと云え

るから、この最低条件をこえて感染に好適した気象条

件下では、より生育量の少い、すなわち旧植後早い時

期の園場においても全般発生や急、増3拐を引き起す感染

が怒りf守るであろう。

今 1つの点は全般発生をもたらす伝染源についてで

ある。しかしながら後述のようにその所在はまだ明ら

かでない。移縞株とにおける 1～2［目の伝染（Ill）が全

般発生開始の必要条件で、あるかどうかも明らかでない。

本予測基準は毎年6月初日以降を対象にして行っ

た調査結果に基いて作成されているから、原則的には

この時期をもって適用の始期とすべきであろう。

8月初日よりも早い時期に予測基準に適合する気

象があらわれて、明擦な全般発生め認められなかった

のは 1例のみで’79年 6Jl 8 Bである。当日の気象が

一般気象j去に適合し、 6月4半旬に調査を行ったが全

般発生を確認できなかった。しかし後日になって或は

当時のものかと考えられる散生した老朽病斑が少いな

がら認められているので（第 15表）、全くの不適中と

断ずることも出来ず今後の検討に残されている。

これに反して明僚な全般発生をもたらしたのはIII2 

-1）で述べた’78年 8月18Bで、当時の稲の生育遅延を

考慮すると乎年の 6月3半句なかiぎに穏当する。単純

には云えないが当尽の侵入率上じは 0.19て＼予測基準が

意味する所の最低の感染条件よりもやや感染に好適し

た日であった可能性がある。

馬鈴著書疫病に Beaumontの予iJllJ基準9）を単純に適用

すると全般発生の予報が早すぎる事例が多く、それを

改めるため ZeroDate251の｛＼洗念が生まれた。 ZeroDate 

とは予測基換に適合する気象が訪れても病斑の発生

がみられない時期の最終日を指す。これは地域により

ほぼ一定していて、 ZeroDateを把握することにより
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予報のi忠仁I＂ネを高めることができるという。しかしな

がら葉いもちの全般発生においては、以上会のように予

測基準を適用して予測が半すぎた事例が極めて少い。

これらに加え以ドの理山から現段階では適用始期を

とくに設けないこととした。

全般発生が早期にあらわれるほど一般には業いもち

の伝染期間が長くなり、同時にその期間内に若いため

稲の抵抗力が弱い期間を多く含むことになるので多発

生に至る可能性が高くなる。したがって、ここで早急

に予測基準の適用始期を決定するのは危険である。田

植後、子泌基準に適合する気象があらわれた時i土、そ

の都度全般発生の硲認読売を行いながらi設用始鶏を検

討し、その資料iこ基いて＇ ii郊の発生にむけた予測基準

の椀立を行うのが良いと二考える。

予測子主準の適用期間の＊冬期i土、 i左手工作成の資料が得

られた 7月中旬末とした。これはその後水稲が苅問伸

長を開始し繁茂が流しくなるので、 7月中旬までとは

異なる場面があみと考えたからである。

〔適中度〕

両子測法準の週中度はやや低〈約 70%にすき、ない

が、 J感ti)!倍率 I1:):1jのt二！の検出を容認すると 80%を越

える。今後、日中の感染条件あるいは日中雨後の紡逗

継続条件（中 F卒業をも含めて）、胞子の飛散と日 1：~1 のヌ

イ裂との関係、微気後法における風速の経過に対する配

慮、一般気象法における朝方の消露の予測について検

,;;j"すれば適中度を 90%近くに向上させることができ

上う。

J以上のように両予測基準は感染好適日の検lリiがやや

jj-いきらいがあるが感染倍率の高い日の取り落しが磁

のて少ないので、通常に比較して異常な早発を検出し

とその被害を未然に防ぐことができる。またいわゆる

Negative Prognosis ~ゐstem15J115；として佼丹］すること

ができる。すなわちその被害をおそれるあまり、業い

もちがまだ発生していないi時期からfrl－期多発if.を標準

として’美総される i手期防除や、多数回散布の沼債を是

正することが可能である。ただし、もちこみいもちな

どの周辺では全般常生開始時に病斑密度が異常に高く

なるから、 NegativePrognosis Sタstemとして使用す

るにはあらかじめ悶場の衛生を卜分に行なうことが必

建である。
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葉いもちの多発生年に防除の遅延により被害を激増

きせた報告は多い1)6)57)88)101) 127) 152）。その原因は本病の

発生初期に関する疫学的知見が極めて少ないことによ

る。

初期発生の環境条件みるいはその予測に演する既往

の研究は、 包気象条件の解析R胞子採集、幻j

f自爆露法、委主古稲を利用して把J屋しようとする試み

③ 地域的な病斑分布状況＠ もちこみいもちゃ発

病した補稿用古＇ 1ーから移植株への伝染 ⑤ 急増期をも

たらした気象条件やその時の胞子飛散状況、について

行われている。

これらの研究を概括すると、気象条件の解析からは

その初発月日を特定できるほどに高い予測性をもっ予

測方法は作成きれていない。初Jt号発生の把握に関する

研究から実用化されたのは鈴木ザ叫による蒙古稲の

利用で、これによって報告者の A人熊谷は過去 10数年

間、秋田県のある地域防除班の防除時期］の決定に応用

してきた。しかし調査に多くの労力会要する欠点があ

る。地域的な分布状況に関する研究は著者のほかわず

かに 2篇にすぎず、ともに秋HJ県において著者の全般

発生と同じ現象を対象にしたが、対象地域は 1～50ha 

の範囲にとどまっている。もちこみいもち等lこ隠する

研究はもちこみいもちゃ発病した被槌苗の本fEにおけ

る伝染源としての役割を論じたものであるが、勿論全

般発生には言及していない。急増期に関する研究にお

いてはその予測方法を確立するに至らず、また葉いも

ちの伝染過程における急増期の意義が明らかにされな

かった。

以上のように業いもちの発生初期に関するこれまで

の研究は断片的で、防i徐や予祭に直接利用できるもの

が少なかった。著者の研究はこの欠けた所を被おうと

したもので、葉いもちの発生初黙の伝染過程ーを疫学的

に研究し、全般発生の早期開始と液状発生の現象を見

出してこの実態を明らかにし、さらに全般発生及び病

:i;¥:Iの急、増をもたらした感染日に見られた過去の気象か

ら、全般発生開始期、急増期を予測する発病予測方式

を案出したものである。したがって葉いもちの発生初

期の伝染過紅については著者によりはじめて体系的に

研究されたと云い得るが、馬鈴薯疫病、小麦黒鋳病、

小麦貫録、病などにおいては Large16J1111s1、

Hirsts3J34J35J、Zagg1s1i、Lambert7'1、Zadoks162iらによ
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り、それぞれの発生初期に関する疫学的研究が平くか

ら行われてきた。

〔葉いもち発生初期の伝染経過〕

葉いもちは初め、もちこみいもちゃ発病した取り置

倍上及びその周辺で微弱な伝染89)124) 134I158）を行い坪状

の発生を形成している。そのj干の大いきは大部分 I水

田内の局所的発生にとどまっているが、やがて葉いも

ちは全般発生の形をとる。全般発生は 20～150kmの

地域全般にわたりはほ民uおこ開始する。したがって発

生する病1Jlの形状、色彩がお互いに酷似していて同日

の感染によるものと考えられ、また特定業位に集中し

て着生している。病rtr＇土特に生育の劣る水田を除き大

部分のJj(lflに発生し、 Yi*J斑密度は通常 30～200箇、平

均 100筒と推定されポアソン分布をしている。今後調

査j去を改善すればさらに低い病斑密度の全般発生も認

められるであろう（III追記参照）。

全毅発生の開始時期はその年の葉いもち発生期間の

滋く初郊である。これを契機にして地域的な葉いもち

の流行が始まるので、予察や防徐の上で重要な時期で

ある。

1筆内の坪状発生から前述の規模の全般発生の聞に

は、而積的にみて中間的発生段階があり、数十 a、数ha

にわたる坪状発生から数 kmに及ぶものもあると考え

られるがまたマ育交の機会を得ていない。おそらく前者

は豊富な伝染源が存在したための大裂の坪一状発生であ

り、後者は不安定な池滅的気象による km単位の全般

発生と考えられる。しかし通常このような大型の坪が

全般発生開始期以前に存在す司ることは極めて稀なの

で、これらが全般発生に至るに必要な過渡的段階とは

考えられない。 Li'喜一内の、 H寺には数株の王子状発生の段

階から不連続的に突如！として全般発生に至ることが可

能と考会えられる。

初発病ほやその他の伝染源から分散した胞子によ

り、薬いもちは急増期、漸増期を繰り返しながら階段

的iこ病斑密度を高めていく。またその特に病斑の分布

綴関の拡大もおこる。漸増菜flにはJ;fj人iでの病斑数の増

加はあっても病斑の分布拡大は極めて少ない。勿論両

者の中間的増加期もある。

急増期は通常 6～10日間隔でみられる。これは葉い

もちの 1伝染環の時間的長きが気象変化の周期とほぼ

向調しているからである。またこれはある急増期の｝直

後に次の急増期をもたらす感染が起こりやすいことを

意味すみ。

急増裁と漸増期i土増加倍率の性質上これによって明
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確に区分することが出来ないが、調査間隔を 2日とす

るとき 5～15倍のことが多く、時に 30倍を越えること

もある。 Rowel1106）は小麦の黒鋳病において 4～5日で

10倍以上の増加をみることがあるというから、業いも

ちと小麦黒鈴病の増加倍率はほぼ相似たものと考えら

れる。

以上のようにして、全般発生が葉いもち発生期間の

初期に訪れることと、その後の進展が波状発生の経過

を辿ることが、業いもち防除の手遅れをもたらす主要

な原因と考えられる。稲は若い時期ほど抵抗力が弱い

から、全般発生開始期が王手いほど感染倍率が高くなり

やすい。また同時に例年より竿く：常生したffをはその発

見が返れがちである。したがって手発年ほど防絵の手

遅れを招きやすいから全般発生開始Wlの予減法の確立

が；霊 ＇lきになる。

〔予jJ!lj暴準〕

全般発生とu寺を同じくして l筆内の坪：l:k発生の部分

を伝染源にして隣接旧にいわゆる吃畔ごしの伝染を見

ることが多い。また早いl時期に接種した病斑に由来す

る王子内の最初の急増期は会般発生の開始期と一致す

る。したがって急増期と全般発生間始期は共通の気象

条件のあとに始まると考えられる。

さきに急、民u切を病1涯の増加倍率てすま明らかにしにく

いと述べたが、この倍率はある日の病斑数と前凹の

調査時の病斑数の比率で呼出するので、両者の問に

伝染上の直校的［;lg果関係がないからである。そこで急、

増期汗、ある臼の病斑数とそれを伝染源にして感染し

た病斑数のよじ、すなわち日別の感染倍率ーによって検討

した。これにより 7丹、伝染第 3世代以降の明瞭な急、

増其rH土感染倍率 10倍以上の感染によると認められた

。ここで云 ~j 10倍の感染倍率とは権病性品種ナツミ

ノりにおけるものである。

そこで感染倍率四倍以上の日及び感染倍率は算出

できなかったが全般発生を引き起こしたと考えられる

感染日をともに感染好i虫採本日として、これらの気象

条件を解析し、要件を組み立てて全般発生開始期、急

増男！の予測法J牲を作成した。作成した予測基準は、微

気象観測値を利用する微気象法と秋田気象台観測値を

利思した一般気象j去の 2つで、ある。

I両者によって表現される感染好通気象は、従来いも

ら病が感染しやすいと考えられていた気象の概念、に沿

ったもので特に新しい知見はない。しかしこれまでの

知見が予測基準という形で務者によりはじめて総合さ

れ、これらにより全般発生開始期や急増期を具体的な

月日を示して予測できることになった。

しかしながら異なる観測値で作成された両法は、同

様の考え方で作成されたためか、その適中度はほとん

ど同等で、しかも約 70%とやや低い値である。

この原因は検出総数のなかに感染倍率 10倍未満 4

倍以上の日を 10%強、 4ft,:未満のものを 20%弱含むた

めである。予測基準作成の根拠とした感染倍率の推定

が本来極めて困難なものであることを考えると、やや

感染倍率の低い日を検出することは或る程度やむを得

ないことで、また実用上の幣筈も軽いであろう。しか

し感染倍率4倍未満の検出が多いことは今後改善され

ねば、ならない。反苦言、感染倍率の高い日の検出溺れが

少いのは実用的に長所て、ある。

本予浪lj基準を 1979王子以降に逮尽してみると、急増期

の検出に過熱の傾向がみられる。これは適中度の検討

において感染倍率「中j、「低jの日の検出がみられた

ことと似ている。しかし全般発生開始期の予測には過

剰の傾向はほとんどない。年によって病斑草野度が低く

くその確認調査では全般発生と認定できなかったが、

後日当時のものと考えられる散生病殺が発見され、さ

かのぼって全般発生開始期が推定された事例も少なく

ない。これは確認技術の問題でもあるが、予測基準の

予測に定唾牲が欠けていることもその原因と考えられ

る。また急増期をもたらす感染倍ネ 10倍以上の感染

は、全般発生をもたらす感染よりも感染好適度合の高

い気象を要求している可能性も考えられる。例えば

1976王子 7月2日の病斑増加は急、増期というにはやや

緩やかでおあったが、これと河時に全般発生がみられた

のはこれによる可能性がある。したがって、これらの

改善には予測基準に今少しの定量性を関与するか、或

は全般発生関始惑の予測基準民と急増期のそれとを分離

することが考えられる。

これまで述べてきた全般発生湖始拐、急増期予測の

基準は、いもち病の感染に好適なうえ象条件の日を検出

して念般発生開始期及び急、増期を予測するためのもの

である。したがってこの予測方式は感染から発病まで

の潜伏期間を利用することによって防除に対する有効

性を党揮する。すなわちこの予測法は、いわゆる長期

予報に対する短期予報あるいは直前予察叫である。ま

たKrause711によれば、将来感染が起こることを予測す

る「感染予測」 (InfectionPredict）に対する「発病予

測J(DゐeasePredict）であり、それ故に「遅い警告方

式J(Late Warning S;stem）とも云われる。したが



ってこの方式は、まず感、~好適日（期）の気象条件を解

析し、その要件を総合することによって作成される。

勿論これまで、わが国で、多く行われてきた統計的予

察方式叫も、病’.~の伝染に関係ある気象を相関法によ

って検出し作成されたのである。しかしその多くが、

旬、月などの長期間の気象偵を使用していることから

明らかなように、病害伝染過程の最小単位である伝染

環を何等考！去していない治、で、ここでいう発病予渓せと

は基本的にふの性絡を異にしている。 Zadoks16勺土伝

染環の知識事？とり入れたこのような予測方式は、初期

の疫学的研究における最も顕著な業績であると述べて

いる。

感染好i色気象はその病害の発生過程を克明に観察す

ることで容坊に検出でき、また解析できるためか、こ

の予測方式は Buttet al81によると現在行われていゐ

予測方式の中心をなすものである。すなわち馬鈴菩疫

病7)9)72）、トマト芝疫病79）、ホップのべと病107）、 IJンーf

の黒星約州、その他多くの1H害の予約法に採用されて

いる。

その討も代表的なものが沿鈴 1洋疫病の予）lliJ基準で、

Everdingen91に始まり、のち英国で改，jJ.＇：れ

Beaumont Period'1を経て現在 SmithPeriod801として

これによる予j[jlj結果が週毎に放送されている。

Beaumont Period i土欧米各国でも検討され、ト、イツてや

J土Schrodterの研究114)11

alive Pragηosis 5みstem1451、アメ IJカで；土 Hyre、

Wallinの 2~ら【式を絞合した Eli乙4フC正L雪t叫に発展し、何れ

も電子計手主寺A機を利用して実j司化ざれている。

最近、越水70）はアメ夕、、スきそうド｜を利用する発的予測方

式合作成した。これは全国に整備された気象観測網の

観測値千電子計算機を利用して集計しいもち荊の発生

子察を行つことを目的にしている。ただアメダス資料

が湿度の観測を欠くこと、風速の記録が整数値で為き

れている点がいもち病の予測には不十分で、あると考え

られる。

話iller84＞は生物学的、気象学的根拠をもっ予総基準

は、それが経験的に定められたものであっても、作成

された地理的条件によって適用縄問が制限されるとは

限らない。もし他の地域に減用てやきないH寺は他のε立突

な要凶をとり落していることがあり、予測基準の定成

には色々な地域で適用の可百を検討する必要があふと

指摘している。

；著者の予測基準もまた経験的に作成されたものであ

るが、これまでの考察からうかがわれるように、生物
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学的、気象学的妥当性を不十分ながら持っていると考

えられる。しかし北日本の日本海側にある秋田県の立

地条件もまたこの予測恭準に反映しているであろう。

すでに本間36）、松尾81）によって発生状況の解析に 1部

試用されているが、さらに各地に適用して本予測基準

の完成を期待するものである。

最近わが国でも、電子計算機を利別して［シミュレ

ーションによるいもち病の発生子察方法jの研究83）が

行われている。これが完成しても、気象予報技術の現

状ではその研究結果の利用は感染予測ではなくして発

病予測の形をとらさ、るを得ず、全般発生開始期、急増

期の予測に重点をおくことが現在最も過した発生予察

方法と考えられる。この場介、定性的な予測である著

者の予測基準をさらに発展ざせ、全般発生開始期の病

JJI密度や急、地期の病斑の急、増綜）支を定説的に予1WJてやき

ることが望まれる。このためには、特に前者について

は伝染源の所在と密度に潟する疫学的検討が必要であ

る。

〔葉いもち発生初期の伝染過穏と防除開始時期〕

本研究では防除開始時期に関しては触れていない

が、これまでの研究結果と問速させて考察する。

Large761、Boyed111は同鈴薯疫病は発病程度 0.1%の

H寺が全般発生の開始時期て＼しかも防除開始時期にあ

たると述べている。したがって本病においては全般発

生開始期の予測の研究に多くの努力が払われてきた。

これに反して小麦赤銃病、黒鋳病においては穣病性

品種の場合発病程度1～10%の時期がとッケ／レ；塩加府

ジネフ済ljによる防除開始時期とされる 1刷。しかし閥場

に鋳病の発生が確認されてから発病程！芝 1%に到達す

るには 13～27日、 10%に到達するには発見から 30

～80日を要すると云う。したがって鋳病においては全

般発生開始期を予想するのはさほど重廷でないと考え

られる。そのためか Dirks et al181、Eversmyer et 

d印）叫が発的程度進行の予測に重点をおいて研究し

fこ。

要するに全般発生開始j拐を予泌することの重要性

は、その時期と防除開始時期の間隔によって決定され

るものと考λらjLる。

業いもちの防除関扮期についてはII、H

次のようにif察予れる。

全般発生開始時の病斑腎度を 10a当り約 70箇とす

れば、権病性品穏の場合、第 4表に示した A区、 BE互

の合計約 15m2における病斑密度で 10aの水田が覆

われることになる。すなわちもし各伝染世代に急増鶏
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があらわれるとすれば、伝染第 2t日：代末期には直径約

lmの:t:lが散在し、その胤囲に病J)lI～2箇をもっ病株

が1～10%の株率で分布することになる。伝染第 3世

代末期には 80%以l二の株が催病し、平均ら～10箇或は

それ以上の病斑を持つにいたる。第 4W：代には全株に

少くとも数十倍iの病斑が分布することになる。著者は

般病性品種においてこのような状態になって薬剤散布

を開始するのでは葉いもちを効来的に防徐することが

極めてj友重量であると考える。

葉いもちの急増期は 6～101::1毎に訪れる傾向がある

から、これに潜伏期間を考慮すると次世代の念、増期をも

たらす病鈎の感染はそれぞ、れのIll代の急I白羽直後に起

ることになる。したがって上の伝染第 4世代における

発生程度を未然に防止するには、伝染第 3世代の病斑

密度を抑制しておくのが安全である。その為には伝染

第2i止代の急、増期政前に予防剤を散布するか、その急

増期後次i長代急増郊の感染が起った直後iこ予紡効果と

治療効果を併せ持つ薬対を散布するのがよい。抵抗性

品種トヨニシ三号、キヨニシキでも 6月下旬に全般発生

が訪れる時は上とそれほど事情が異ならないことは

1978 年の事仔~65）からうかがわれる。しかしながら全般

発生が7月に入って見られる時は、江：常な生育経過を

たどっている低抗性品種では、第3世代の急増期前後

に防除を開始すると十分である。それは 7月第 3～4

半匂に相当するが、秋m県の慣行的な防除開始時期が

4半匂であることはこの考察を裏付けるものである。

東海林139）は山形県において縫病性品格ササニシキの

7月1半旬に発生した業いもちに対して、1回散布で効

果を挙げたのは 7JJ 5 ＇！＇白Jであり、これがその年の防

除適期であったと報合ニしている。しかしもし、急増期

が7El毎に周期的にあらわれる場合には、このIi寺期の

防除てすま返すぎる可能性がある。

さきに秋社｜県における 1965年の葉いもちの発生が

僅少で、あったことを述べた。この年、県南音llUJ問地に

おいて穣j白夜を多量に持ちこんでズリコミロ？が介在す

るある部落で、 7月 12El激発巴から距離を隔てて無病

微の調査開場を設けて観祭したところ、発病を認めた

のは同じ県南部平犯地における東北農試問場と同時で

出穂、期に近い 8月上旬であったという 68）。これらはと

もに農薬無散布旧であったが当時の懐病葉率が何れも

1%以下であったのに対しズリコミ田では防除が困難

であったという。これは激発聞の散在する地域内にお

いてすら全般発生の開始期が遅れたため一般出では妨

i訟を要しなかったという顕著な事例と考えられる。

要するに葉いもちの防除開始時期は全般発生開始｝VJ

とその後の伝染速度によって決定されると考えられ

る。伝染速度は主として急増fi:Jjのあらわれる時間的間

隔と、気象及び稲の低抗力に基く感染倍率によって決

定される。きさに葉いもちの病勢進行は同一占~.種の場

合、伝染世代と世代毎の急増期の有無によっておよそ

定型的であると述べたが、稲の抵抗力に対する品種、

気象、栽培法、生育待期の影響が大きいことを考える

と、抵抗力が異る；場合の菜いもちのu寺照的、空間的伝

染過程に及ばす影響を明らかにすることは今後の検討

課題で、これらによって、防除開始H寸期を検討して行

かねばならない。

〔予察と防除に対する応用〕

本研究の成果を予察と防除に応用する主なる場面

は、全般発生開始期と急増期を予測して防除の手遅れ

がないようどさ家に情報を提供することである。具体的

には妨徐開始時期についての情報提供である。

この情報徒供の手般についてはすでに 1978年の事

例によって報告65）したが、ここに要約すれば次のよう

である。

日1植後、！主染好適日があらわれた時は、その日から

潜伏期間をおいて全般発生の傑認調査を行い、同時に

病斑密度を把握する。また全般発生の病斑出現後、何

時感染好適日があらわれるかによって第 11耳目の情報

発表の時期をきめる。第 2世代期の急増期を迎えた日寺

は再度縫認潟査を実施して病斑密度を把縫し、第 3i交

代郊の急増額をもたらす感染好適れのあらわれかたに

注意し、必安に応、じて第 2181日の情報発表の要百をき

める。この 2回の情報の要否は、病斑干色t度、稲の抵抗

力、尚後の気象予報によって決定されるべきであるが、

現時点では経験によらざるを得ない。

防除の手返れをざけるための予察活動はこの第3世

代期の急増拐の予測で終る。 一般に第 4世代期以降の

病勢進展を如何に精微に予測できても、伝染第HJ：代

期まて、の上；；5の予演すを欠いては王手賂多発年iこは対処で

きない。

しかしながら秋田県と著しく葉いもちの発生状況を

異にする北海道及びこれに挙ずる青森県川lこついては

別に検討しなければならない。

〔全般発生開始期の伝染源〕

全般発生が如何なる伝染源によるかは重要な課題で

ある。 Miller841は、感染好適気象のみを考え伝染源の

密度を考慮しない予測基準は、この阪からの不確実き

を免れ得ないと指織している。



全般発生開始期に葉いもち病玖lが広い地域にわたり

ほぼ同時に発生し、しかもその多くが散在していると

いう事実から、その接種源である分生胞子が長距離伝

掃の疑いなさにしもあらずである。

山田ら：50)151)の全国的ないもち病菌レースの分布状

況の調子亡、矢尾板ら 149）の祈潟県におけるレースの年次

ZIJの変活状況の調査によれば、県毎に分布するいもら

病l芸のレースはそれぞ、れの県；二作付されている品種に

よって交配され、レースの分布も作付品種により変わ

るとされる。その場合それまで分布していたレースが

交替品椅に対し劣勢侵害現象129）をもっ場合は、そのレ

ースは川品憾の作付減少よりも遅れて減少するとされ

るO

またilJ[J 15 

性1£jは、カスグマイシン剤の使用停止後、漸次減少し

3；干呂に 80%から 10%に低下したことを述べている。

深谷ら38）；ま秋田県において、カスカ、、マイシン総牲菌

のZド：剤使汚中J］：後の減少が、王子担部において1,000

haというかなり狭い地域の単｛なで変化していること

を報告した。

以卜月研究はその地方に発生分布するいもら病菌の

大部分が、前年その地方に発生したいもち病院lに由来

することを示唆し、各地域に土務的なものと考えられ

る。したがって小麦黒鋳病菌87)121）、小麦貫録病l£j162）、

馬鈴薯疫病菌113）のような長距離伝播の可能性はいも

ち病惑においては少ない。

深谷ら 38）はとの報告で、育夜JUJに全地域にカスガマ

イシン斉ljを1I目だけJ紋7ftIしたところ、これまで 3年間

本斉ljの使用を中止して減少してきた耐性菌比率が、そ

の減少を停止した事例を述べている。この地方の本田

における葉いもち発生其！］は、 l二の薬剤散布fl寺期から約

2筒月後である。したがってこの事例は本田期の葉い

もちの主なる伝染源が苗代のいもち病に由来すること

を示唆す一る。

全般発生の確認識査の祈りに、しばしば葉いもちの

集中分布箇所がみられる。なかには伝染源が明らかに

もちこみいもらである例もある。しかし秋田県におい

て現今明かなもちこみいもちは平担部ではそれほど多

くはない。

TkE上l県の病害虫｜坊徐所の全般発生開始期蔵前の補植

問苗の発病状況調査によると、その発生頻度は年によ

り異なり、全調査箇場のなかで発病した補植問苗の発

見される筆数の割合は O～5%である。すなわちその発

生が多い時は 2ha iこl筆ずつ発病した補槌沼苔が存
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在することになり、これは決して無視できない伝染源

と考えられる。補植用苗の伝染澱は、その箇の中に存

在する病斑と、外部から飛来するものが考去られ

る158）。その後者については更にその伝染源を考1認しな

ければならない。

以上のほかに水閃内を見歩手調査中に発見される坪

状発生がある。これらには明瞭な発病中心株の認めら

れる場合と認められない場合とがある。その前：廷は一

般に数株の小型の；浮で、親病3着ょを発免できないま場合が

少なくない。後者l土、周回よりやや高い官度で数株

～数m＇の範囲に病斑が散在していて、むしろ斑状の集

中分布ともいえる。実態調査中に明瞭な発病中心株を

もっ:bfが多くみられた 1977年はzuとして、 1976、1978

年の平羽部における兇歩竺調査中に発見された｝二記の

坪の発生率l土、病斑が2筒接近して分布する事例を含

めると l調査挙位当り 0.03、0.06であった。見4かき調

査による 1謁査単位当りの誤交問積は 0.7aであるか

ら、呼の 10a当り密度は 0.5～l箇の線率となる。これ

は無視できない密度で、著者は全般：発生の伝染源とし

ての可能性が極めて高いものと考える。今後これら坪

状発生の分布筏度を更に精査すると共に、またその伝

染源、さらにそれから伝，~の及ぶ範囲、すなわち務し

く不連続な分布をする伝染勾配あるいは Van der 

Plank の緩勾f~[ll州に関する研究が必要で、ある。

全般発生開始期の大部分はその守三の移柏株における

伝染第 2～3世代目iこ柁当したが、このことは上の坪状

発生の出来にも関連することと考えられる。したがっ

てこの坪状発生筒所についての検討は馬鈴薯疫病の

Zero Dateのように全般発生開始期の予測精度を高

め、またその時の病斑密度を予測するiニてやもE重要な研

究課題であると考えられる。

以上のほか、闘場に散乱する被害ワラl叫や自生のイ

ネ科植物47)148）、タケ、ササ類4川こついても考慮する必

要がある。被害ワラについては、農村の生活や農耕作

業からワラがほとんど姿を消しているが、稲刈機、 i頚

場校設機の普及地域で、泰まで収穫後のワラやj奴穀を

放置しているものが時々みられる。また野菜畑の敷ワ

ラもあるが秋田県においてはそれほど多いものではな

い。水稲以外の寄主植物についてはなお今後の検討課

題である。

以上のようにして、全般発生開始期の主要な伝染源

についてはまだ推定の域にとどまるが、著者は水田内

に往々発見される極〈小型の坪状発生や斑状の集中分

布をもたらしている伝染源が最も可能性が高いものと



62 

考える。これもまた扱く低密度の全般発生による葉い 10.急、増期には病斑密度の急増と共に、病斑の分布

もち、あるいは葉節いもちと考えることも出米る 範囲の拡大が同時におこる。

が、何れにしてもE古代のいもち病を起j原としているも 11. (3）に述べた伝染勾配に関すゐ式 ln(y十1）二

のと考える。 a bxnにおける常数nは ln(y十1)＝α…z・a／んとの

離隔の程度をあらわし、漸増期には Iに接近し、急増

t商 要 期には Oに近づいた。常数al土発病中心株上の病斑数

の推定値である。常数bは急増期に大となる傾向がみ

発生初期における葉いもちの伝染過程を疫学的に研 られた。

究した。 12.按種した病斑（伝染第 l世代）から距離を異にす

〔葉いもちの伝染過程〕 る調査区における伝染過程をみると、行伝染世代期間

l 自然発生した葉いもち初発生田及びl～2簡の の急、増期のあらわれ）jが近似の年には、それぞれの調

人工接種病斑をもっ病苗を楠えつけた水田におけるい 査区における伝染第 2、3世代末期の病株率、病株当病

もち病の伝染状況を調査した。 斑数はある範囲でほぼ…定の偽を示した。例えば催病

2.伝染源である病斑から伝染した娘病斑の発生密 性品稀の場合、各伝染世代に急増期があらわれる時、

度は伝染源をもっ稲株が最も高〈、いわゆる発病中心 病斑 1～2筒を伝染源にして、伝染第 3t仕代末期1には、

株となる。この株から周囲に伝染した病斑の分布密度 約 15m2の調査［：＞＜：の約 80%以上の稲株が病斑数簡をも

は、遠ざかるにつれて次第に減少し坑界：不明瞭な「坪」 つ病株となった。

が形成される。 〔全般発生〕

3.伝染源からの距離と娘病斑の分布籍、度との関 13.約 100m間隔で 10haの｜埼｜場の 18箇所に 4株

係、すなわち伝染勾配は Lambertet alのy二二 AeBxn づっ点植した安出稲により、その開場における散生病

の変換式 ln(y十1）二 α bxnに最も jミく過介した。た 斑の発生時期をよく検出できた。

だしyl土伝染源から xcm kの稲株における病斑数 14. J二の蒙！切raにおける発生時期は、（7）で述べた急

て.., a、b、nは定数である。 増期と d 致した。また病害虫｜坊除jリiの調査による散生

4 .伝染源をとりまく娘病斑の分布は、感染当日の 病斑の地域的活生時期！とも一致した。

風rnJに沿ってやや風下方向に偏って見られたが、とく 15. l 地点における接種病斑からの伝染状況を調査

に顕著ではない。（41)によれば、感染に好適した日は風 すれば、その地点をとりまく地域における散生病斑の

が弱いので、一般には伝染方向に対する風の影湾は、 発生時期を予測できると考えられた。また気象条件か

たとえあっても少いものと考察した。 らそれを予測することも可能と考えられた。

5 .株外にはみ出した葉身の尖端に病斑をもっ株は 16.業いもちがその病斑松度の如何にかかわらず、

発病中心株を形成し難く、その周囲における娘病駐の また発生時期を問わず、 1つの地域内のほとんどの水

分布密度も極めて低くかった。 出に発生している状態を「全般発生！と時んだ。

6.葉節いもちからの伝染は微弱で、あった。 17. 紫いも九の伝染は、はじめ発病した取り置き市

7.伝染源からの病斑の伝染過程を病斑数の対数で などのい染粉、を中心にして坪状の発生をしており、つ

あらわすと、明らかな陪段状の増加が見られ、急増期、 いてw全般発生の形をとる。

漸増期を繰り返しながら病斑密度が高まっていった。 18. 1976～ 1978年、秋田県南部内陵地方で全般発生

この過程を！波状発生」と呼んだ、。 の実態,v，~査を行った。その他の関連した調査をも加え

8.急増期は通常6～10日毎に訪れる。これは潜伏 次のこ片が知 1＇，れた。

期間の存在と、これにはほ同調して周期的に変化する 19. 3筒年の上記地方における全般発生開始時期を

気象によるものと考えられた。 (15）で述べた 2つの方法で、はぽ予測で、きた。

9.伝染第 2～3世代期における急増期の病斑の 2 20. 令般発生開始期は葉いもち発生のごく初期にみ

El毎の増加倍率を、発病中心株をふくむ 9株について られ、合病した取り置ざ菌、もちこみいもち（伝染第

みると、通常 5～15倍で時に 40倍に及ぶこともあっ 0世代）から移植株に伝染した伝染第 2～3世代目の急

た。これは椴病性品種ナツミノリの分けつ後期から節 増期と→致した。

問伸長期直前におけるものである。 21. 3ヶ年の県南部内陸地方の全般発生時の見歩き



議査による発病地点率はそれぞ、れ、 56、位、 80%であ

った。これらは闘でその発生を予測した調査対象病斑

のみの発病地点率である。調査対象病致Iのみられない

発病地点はなかった。

22. 調査対象病斑の集中分布が認められた地点率は

3箇年それぞ、れ O、45、27%であった。しかし 1978年

は坪内に発病中心林も親病斑も認められず、 1976年と

ともに調査対象病主主によって全般発生が潟始したもの

と考えられた。日77＂！三は親病斑の発見頻度が高かった

ので、この親子手J斑によって県南部内陸地方の官IIまた

は過ザゐに、 fミ般発生が起っていた可能性も考えられる

が明かでない。

23. 1978年に認められた坪状発生筒所に、発病中心

株も親病斑も認めんれず調査対象病J',¥fが数株の範囲に

分布するものと、数m2の範囲に他よりやや高い密度で

散生して分布するものがあった。

24. 7K稲の生育カ劣るA：託lでは病斑検出の頻度が低

かった。

25. 3箇年の実f!J1調査において、坪状発生の認めら

れる池点と生育の劣る地点を除いた病J'X:Iの検出は、見

歩き調査l調資単位当り 0.4～ 2.4筒、平均1.2簡であ

った。

26.見歩き調査 1調査単位当り l箇の病斑が検出さ

れる時の地域的な散生病斑の発生官、皮は 10aあたり

約 90箇であるから（未発表）、全般発生開始時の散生

病:f,¥fの発生密度は、平均 10aあたり 30～200密平均

100箆と考えられた。

27.近隣に大製の坪状発生などの伝染源がなく、ま

たその内部に明瞭なイえ染源の存在しないノ＇）＇（ EE¥における

全般発生時の散生病斑の分布型は、ポアソン分布と考

えてよい。

28.全般発生開始期の県南内陸部における見歩き調

査による調査単位当りの検出病斑数の分布型も、また

ポアソン分布を否定できなかった。したがって病斑密

度が｛忌い持には病斑検出地点率も低くなるから、全般

発生4確認潟査結果の判定には注意を要する。

29.標！勾の低い地形の複雑な山間部で、約 10ha以

上の広関池では平担部と同時に全般発生が認められた

が、人家、凹i也、台地では坪状fi';生が認められでも、

それらから隣篠田への伝染病移行がみられなかった。

30. 以上をド契約すると全般箔生開始時の実態は｛｝この

ようである。会病した取り詫き荷などから移植株への

伝染第 2～3世代期の急士号；切に 20～150kmの地域に

ほぼ同時に、形状、色彩の斉一な病斑がほとんどの水
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mに散在して発生する。地域的な病斑密度は 10aあた

り30～200筒、平均 100箇で、病斑は特定葉イ立に集中

している。

31. 「全般発生Jは「GeneralEjJidemic Jに対応す

る；百と考えられる。

32.葉いもちの防除が遅延しやすいのは、「発生の極

く初期にきわめて低い病斑密度で全般発生が開始しJ
その後［顕著な液状発生による病勢進展過程jをとる

という 2つの疫！芋的性質を葉いもらがもっているため

と考えられる。

〔全般発生開始期、急増期の予測j基準〕

33.鉢植の稲を葉いもち発生旧に 24時間つ、つ一置い

て自然感染にさらして日別の感染病斑数奇調査したと

ころ、それは極めて変動が大きく相接する日の聞で

100～1000倍も相違することがあった。

34. この鉢植の稲による目別感染病斑のそれぞれの

出現5を潜伏期穏を考慮して算定し、これにより出現

日毎の；場加病巡数と、これを綴次日を追って累積して

ll別存在病斑数を求めた。これから見られる急増殿、

漸増却は匿i場で2日毎に存在病斑数の推移を調査して

認められる急増湖、漸i曽J¥:Jlとよく一致した。これによ

り急、増期は儲か 1日の多量の伝法により起るものと認

められた。

35. 闘場における 2日毎の存在病斑数と鉢植稲から

推定ぎれた日5]1Jの存在病斑数から、圃場における日別

存在病斑数を算定して、これから B5]1J感染倍率を求め

た。

36. 毎日の感染倍率は O～40倍と変動し、感染倍率

1倍未満の日が全体の 52%で、10倍以上の日は 14%で

あった。

37.急増期は感染倍率 10俗以上の日によって起る

と認められた。全般発生が急増期と同時に認められや

すいことから、全般発生も上の日によって起るものと

考えられた。

38.感染倍率 10倍以上の呂、および、感染倍率は算出

できなかったが全般発生を起したと推定される日を袷

出し、感染好適標本日としてその臼の気象条件を解析

した。

39. 感染好適標本日の気象条件には明らかな共通性

が認められたので、その特徴を総合して「業いもち全

般発生開始期、急増期の予測基準」を作成した。

40. 作成された予測基準は、微気家による予測基準

（微気象法）と、一般気象による予測基準（一般気象

法）である。
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41. これらの予測基港によって示される感染好滋気 いもち発生初期に全般発生が起り得るものと考察し

象はおよそ次のようである。「当日午後、翌日午前のい た。

ずれか或はその両方が交天もしくは雨天で、夜は結露 49. (I却の知見により、全般発生開始期、急消期およ

がみられるか微F旬、無風または微風で、最低気協が ぴ伝染佐代と防除開始日寺期との関係を考察した。これ

16℃以上j。 により梶病性1H1種ナ、ソミノリでは全般発生後急増其flが

42.一般気象法における気温の恭準値「最低気温 周期的にあらわれる時は、伝染第 2世代期の，1増期前

16℃以上」によって排除された最低気温 14℃以上の 後からの防除が必要と考察した。

日のいずれも、気温以外の何らかの基準値に適合しな 50.いもち病菌のレースおよび、カスガマイシン縦性

かった。これらの多くは日射iiが多く風速の大なる日 磁の分布と年次消長に関する既往の研究結巣から、本

であり、北方寒気団に支配された気圧配置下にあった。 邦lこ発生するいもち病菌の大部分l土、それぞ、れの地域

最低気混のみで排除される事例は 14'C以下に若干み に前年度発生した菌に由来するものと考察した。

られた。 51.全般発生開始期に、多い年には 2haに］点、の割

43.最低気温 16。未満、 14℃以上の温度域で、一般気 合で発病した取り置き前が発見される事例、また 10

象法の他の基準値にすべて適合する気象があらわれや ～20 aにl点の割合で、阪めて小型の集il＇＇分布餓所が

すい地域では、気温の基準イiむについて別に検討を要す 存在すると推測されること、育苗期のカスガマイシン

る。 剤の A斉散布が耐tt1翁株率に影湾した事例から、全般

44.ー毅気象it（において、 21il寺の7)(83における結露 発生関始燃の主要な伝染源は道代のいもち病であるffJ

の有無を推定宇る蒸準を作成した。これは遊中皮が約 能性が高いことを考案した。

90%であった。

45.微気象法、ー般気象法による感染倍率 10倍以上

の、いわゆる感染好適EJを検出する適中皮は約 70%で 引用文献

あったが、感染倍率 10倍未満、 4倍以上の Flの検出を
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In Japan, fungicide of organic mercury had started to be used for controling rice blast 30 years ago. 

The better control of the disease by the fungicide enabled increasing heavy manuring culture and resulted 

in an increase of rice yields. However, the heavy manuring culture had intensified the disεase proneness 

of the ric巴plant. Later, several more effective fungicides have been developed and applied to the disease 

over the large acreage. Under thesεcircumstances, our farmers have failed to control leaf blast 

frequεntly, because they have found the appearancεof the disease too late to spray or dust effectively. As 

a result, the damage by thεdiseasεhave reduced little since 30 years ago to rεcent years (Tablε1). 

The diseas日 warningservice should relieve the farmers from these troubles. For this purpose, the 

author have studied the leaf blast since 1972 in Akita Prefecture, Japan. This paper describes early 

development process of leaf blast epidemic and proposes a prediction method of the critical periods in the 

epidemic d巴刊lopment,i.e. starting time of general epidemic and rapid increasing time of leaf blast. 

I Development of leaf blast in its early stage 

1 Focus 

Several foci of leaf blast were found i口thepaddy fields in Akita Agricultural Experiment Station on 

3 July 1967. This was the first finding of the disease occurrence in the year in the region. Each of foci 

was about 1 to 2 m in diameter and constituted of only three kinds of lesions in age, i.e. younger, young 

and old lesions. The numb巴rsof each kind of lesions were examined on every hills in the foci. 

Fig. 1 shows that the 4 old lesions exist only on the disease center hill of the focus. This distribution 

of old lesions enabled us to assume that on the hill there had been an older lesion which was an inoculum 

source of the focus but invisible at this time. Many young and younger lesions were found on the center 

hill and thεhills around it. The young lesions werξmore in number on the center hill and dispersed farther 

in distance from the hill than th己 youngerones. 

Infection times of young and youngεr lesions wεre considered to be 24 and 27 June, respεctively, 

bεcause the features of th告mwere similar to thosεof the lesions on the potted rice plant infected on each 

day by exposing to the fungus in diseased field during 24 hours (Table 2). Considering from the infection 

times presumed by their features and distribution patterns, young and younger lesions were thought to be 

daughters of the old lesions. Namely, young and younger lesions were thought to b巴 th巴 3rdgen巴ration

infected from the assumed older lesion. 

Two kinds of fresh lesions, i.e. lesions of the 4th generation, appeared on almost hills over the paddy 

fields on 11 and 13 July, and the foci became obscure. These lesions were presumably infected on 3 and 

5 July, r日spectively(Table 2). 

Fig. 2 shows an infection chain among those lesions suppos巴dfrom above considerations. The 

infections of the disease had occurred intermittently in the fields on before 17, 24, 27 Jun巴， 3and 5 July. 

2 Increase and spread of leaf blast from artificial inoculated lesions 
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Iner巴aseand spread of leaf blast were examined in Akita Agric. Expt. Stn., from 1973 to 1978. A 

susceptible rice vari日ty,Natuminori, was planted squarely 22.5 cm apart in a field in the middle May in 

every years except 1978. A諮問dlinghaving on己ortwo lesions was planted in contact with the central hill 

in the plot of 9.0×9.0 m (41×41 hills) at about 20 June in every years. In 1975, th日plotwas divided into 

th re吉 subplots,i.e. center (A), middle (B) and outer (C) subplots. Subplot A consisted of 25 hills (5×5 hills) 

and an inoculated se日dlingwas planted in contact with the central hill of this subplot. Subplot B was the 

area having 264 hills that surround日dsubplot A and inside of 17×17 hills. Subplot C was the area having 

1392 hills that surround巴dsubplot B and inside of 41x41 hills (Fig. 3). The numbers of blast lesions on 

each hill were counted in e註chsubplots ev巴ry2nd day from planting of the inoculat吋 seedlinguntil品bout

20 July in every years. In subplot A, all 25 hills w日re日xaminedbut in subplot B or C every 4th or 16th 

hill, respectively, was sampled as lattice patter羽 forexamination (Fig. 3). Thus, the numbers of hills 

sampled in subplots B and C wer日72and 96, re日pectively.

In l告73and l号74,size and number of hills sampled for subplots B and C were different from those in 

1975, but principal d問 ignsof巴xperimentalplots were sam日asin this year. In 1976, subplot C was omitt日d.

In 1977, the experimental plot consisted of only 9 hills (3×3 hills).・ In 1978, a susceptible variety, Sasanisiki, 

was planted and a lesion infected naturally was used, and number of hills examined was also 9. Wh日n

increasing process of number of lesion werεcompared among six ye呂rsfrom 1976 to 1978, the numbers of 

lesions on the 9 hills in all years, naming subplot A9, were u古ed.

1) Incre呂seof iεsions 

Th日 sequenceof number of lesions in each subplot showed wav日 likecurve h日vingrapid increasing 

time (RIT) and slow increasing time when the numbεrs wξre plotted in logarithmic scale (Fig. 4). Both 

times in each subplot occurred simultaneously within the same year. The values of increasing rate of 

lesions, i.e. the number of lesions in a day divided by th註tin two days before, ranged from 1 to 39 thr羽 lgh

all subplots from 1973 to 1978 (Table 3). 

2) Incre在sein diseased hill 

・In the most cases, the p日rcentagediseased hill in 日achsubplot increa日日dslowly at first and then 

rapidly until about 90% during 6 to 8 days，巴xceptin the case of subplot B in l号75when the increasξwas 

retarded for a while by dry weather (Fig. 6). Each RIT in perc日ntag巴diseasedhill corresponded well with 

each RIT in lesions in every subplots in every years (Figs. 4呂nd6). 

In subplot A, RIT of p日rc巴ntagediseased hill coincided with RIT of number of lesions in the 2nd 

gener呂tionof infection in every yεars. Dise註sedhills appe呂rednewly in subplots C and/or B at RIT or・

semi RIT of percentage disean日dhill in subplot A (Fig. 6）白 Thisphenomena suggest日dthat the appearanc日

of dis巴asedhills in subplots B and C dependεd on thεlεsions infεcted by the fungus dissemin拭巴dfrom 

百ubplotA into these subplots at that time. Thus, the rapid increase in numb巴rof lesions in a focus and 

farther sprεad of lesions occurred simultaneously (Figs. 4 and 5). RIT of percentage dis色asedhill in 

subplots B and C appeared more than 6 days later the first appearance of diseased hill in these subplots 

and correspond記dto thε3rd generation of infection (Fig. 6). In 1976, RIT of p巴rcentagedisεased hill 

OCCUff日dnearly simultaneously b日tweensubplots A and B at the 3rd generation of infection (Fig. 6), 

supposedly becaus巴t加 firstinfection had occurred in subplots A and B at the sam巴timeand successive 

infection was inhibited for long tim日bydry and cool w問 ther(Table 3, Fig. 4). 

3) Percentage diseas吋 hilland number of i巴sionsper diseased hill 

The number of lesions per diseas日dhill incr巴asedslowly at first and rapidly la切れ thenthe percentag，日

diseased hill reached about 90% in each subplot, but sometimes increased little for a while aftεr that time 
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as in subplot C of 1974 (Fig. 6). 

Fig. 7 sho＼～rs the rel呂tionshipbetw巴enpercentage deseased hill and number of lesions per diseas吋 hill

in each subplots in each surv己ytime from 1973 to 1976. The curv日dlin企（I)in the figure was drawn after 

the table of Multiple悶infectionTran日formationby Gregory (1973), which giv時 theexpected numbers of 

lesions p己rdi sea詰巴dhill when the lesions are distributed at random. 

In Fig. 7, th思 pointsfor subplot A ar巴 distributedin wider area than th日 pointsfor other subplots, 

pr部 umablyb昌causethe subplot was small and had only diseas巴centerhill in it. Th記pointsfor subplot 

B ar巴distributedin the ar日abetw巴enGregory's !in日andthe line (II) drawn on the values 2.5 times as large 

as Gregory’S ones until 90% dis日asedhill. The points for subplot C were distributed in narrower ar開 than

points for subplot B and were closer to Gregory’s line. This figure suggests the lesions in subplots B and 

C were distributed sometimes aggregatively and other times at random, and the distribution of the lesions 

in subplot C was more random than that in subplot B. Th日randomdistribution of lesions in subplot C 

probably depended on the larger size of theで subplotand more dispersed fungus owing to longer distance 

from inoculum source than in subplot B” The high variability in th巴numberof lesions p巴rhill above 90% 

dis巴asedbill depended on whether the examination w註sundertaken before or after first RIT of lesions in 

this period. 

4) Relationship among incidence of disease, rapid incre呂singtime and generation of infection 

When RIT of lesions巴xist日d,numb日rof lesions in last stage of 2nd or 3rd g巴nerationof infection was 

larger than that when RIT did not日xist.Wh告nthe condition whether RIT of lesions had existεd or not 

wa日identical,the incid日nceof blast in late日tageof 2nd or 3rd g日nerationof inf日ctionW呂ssimilar among 

years within same subplot (Table 4) 

The dis日asedistribut日don almost hills over the plot in last of 3rd gen巴r日tionin 1974 and 1975 when 

RIT巴xistedin 2nd and 3rd generation. But in 1967 (I-1), the abov台 incidencehad appear己din 4th 

generation b日causethe RIT had existed in 3rd and 4th g日nerationbut not in 2nd one i.e. g日nerationof old 

lesions. If sufficient d註taon relationship among incid巴nc日ofthe disease, RIT, generation of infection and 

susceptiblity of rice for the disease were accumulated, a model that d日scribesthe d日velopmentof a blast 

focus may b巴 available. This model will be useful to predict d邑velopmentof the dis忠告se.

5) Disease gradient 

For the disease gradi邑nt,Gregory (1973) had introduced seven empirical equations, Kiyosaw呂 etal. 

(1972) and Lambert et al. (1ヲ80)had proposed respective equations for this purpose. The fitness of some 

of these equations to the author’s data was examined aft告reliminating th色合qu註tionsh呂vingidentical 

mathematical m位aningor difficulty for calculation (Table 5). As indices of fitness of each equation, the 

values of square correlation coefficient (r2 or R勺， estimatednumber of lesions on inoculatεd hill divided 

by observed number of these （？口／Y0), and estimated distance betw告eninoculum source and th日 hillon 

which number of lesions became zero devided by examined distance between them （文。／Xo)were 

caluculated. The fitn日ssof each εquation was evaluated by how these indices wξre apart from 1.0. 

Lambert's equation indicated best fitness to the d呂taamong the巴qu呂tionsand showed proximate 

valu日sto 1.0 for every indices (Tables 5 and 6, Fig. 8). 

II General epidemic of leaf blast in it自由tartingtime 

Wh官na single lesion on a sigle hill appe呂redin very low density in an ar邑a,it was callεd“solitary 

lesions”. Th芭 authorsuppos邑dthat gen日ralepidemic started in early stag日 ofth巴disεaseseason with 

so lit在ryi控訴onsbased on his observations for long time. This chapter describes the starting tim己ofgeneral 
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epidemic and distribution of lesions in that time in an ar巴a.

1 Appearance time of solitary lesion in the field 

It was difficult to detecting appearanc巴timeof solitary lesions巴xactlyover an area owing to their 

low density and small size but was necessary for studying th巴gen巴ralepidemic in its starting time. 

1) Examinaion in the field of 10 ha 

Seedlings of a highly susceptible rice variety, Mokoto, were planted in square of 2×2 hills 22.5 cm 

apart as dots at a corner of each 18 paddy fields sampled systimatically from 10 ha experimental field of 

Akita Agric. Ex pt. Stn. As a result, the set of 4 hills were planted as dots 100 m apart each other. Lesions 

appeared on these hills were counted every 2nd day and the diseased leaves were picked off from the hills目

The lesions on Mokoto appeared intermittently since early July in 1974 and 1975 and middle July in 

1973 and 1976 (Fig.9). At first, only one lesion appeared on a hill in a place out of 18 places surveyed 

simultaneously with a RIT of lesions in every years. Later, many lesions appeared aggregatively on 

increasing hills in number and places. 

On 14 July 1975, number of lesions were counted in 50 hills of recommended varieties in each field 

where Mokoto had been planted. In this examination, hills for counting number of lesions were limited 

to those having only one lesion in a specific age. 

Three kinds of lesions in age were found solitarily on recomm巴ndedvarieties in 14 July 1975, and 

seemed to correspond to the lesions on Mδkot6 appeared on 3, 11 and 15 July, respectively (Table 7). The 

lesions corresponding to ones on 13 July in the Fig目 9could not be distinguished from ones on 11 July. The 

planting of Mokot6 seemed to be useful as a detector of solitary lesions. A 72 hills (4 hills ×18 places) of 

M凸kotocould detected the occurrence of 0.25% (2/800) diseased hill in recommended varieties on July 1975 

(Table 7). The example seems to provide some idea on the sensitivity of Mokotδof 72 hills for detecting 

the disease. 

2) Field survey in jurisdiction of Plant Protection Offices 

The Plant Protection Officers of the Akita Prefectural Government took every opportunities to 

examine the occurrence of the disease in the fields of their jurisdictions and recorded the times of 

appεarance of solitary lesions over the fields of the districts in 1973 to 1976. When the solitary lesions 

were detected over the field of a district, the situation was called “distr ictive outb陀 ak”
Th巴 recorded times of districtive outbreaks (Table 8) were almost simultaneous among all 

jurisdictions of Plant Protection Offices in 197 4. But in 1973, districtive outbreaks occurred in southern 

Jurisdictions from 7 to 11 July and in northern ones later than 14 July. In 1975 and 1976, they occurred 

earlier in some jurisdictions or subdistricts in some jurisdiction (from 7 to 9 July in 1975 or from 2 to 7 

July in 1976) and later in other ones (later than 12 July in 1975 or 18 July in 1976). Some small foci were 

observed frequently in every jurisdictions from 8 to l1 July in 197 4 and in most jurisdictions from 18 to 

23 July in 1976. These foci consisted of the lesions in same age as solitary lesions and their parent ones. 

1、heseobs巴rvationssuggested that the districtive outbreaks might have started at the time when the parent 

lesions had appeared in each area. 

Thus, the times shown in Tabl巴 8indicate starting times of a districtive outbreaks or RIT in lesions 

derived from a districtive outbreaks in the areas. In the jurisdiction of Akita Plant Protection Office, 

districtive outbreaks occurred simultaneously with the appearance times of lesions on Mδkoto and/or the 

Rn、oflesions in every years in the fields of Akita Agric. Expt. Stn. which was located in the same 

jurisdiction. The coincidence in these times sugg巴ststhat the weather favorable for an infection which 

cause RIT of lesions corresponded to the weather that cause a districtive outbreak and prevailed over a 

considerably wide area. Therefore, the time of districtive outbr℃ak in an area may be forecasted by 
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detecting the appearance of w巴atherfavorable for infection or RIT of lesions at a place in a wide area. 

The appearance time of solitary lesions on Miikoto or recomended varieties at a place also usefull for this 

forecasting. 

2 General巴pidemicin the area of southern inland of Akita Prefecture in its starting time 

For instance in 1973, a districtive outbreak was observed from 7 to 11 July in all jurisdictions of 

southern Plant Protection Offices. From this observation, it was supposed that a large districtiv巴epidemic

arose simultanεously over the ar日acovering southεrn jurisdictions. This article describes the aspect of 

epidemic in following itemsεxamined by the author himself when the solitary lesions appearξd over a wide 

area: appearance time of the lesions, the kinds of lesions in age found at the time, frequency of diseased 

paddy fields, density of the lesions, distribution patt巴rnof the lesions and extent of diseased area. 

The times for the examination were set on the bases of the day having the weather obeyed a tentative 

criteria for prediction and the appearance time of solitary lesions in the field of Akita Agric. Expt. Stn. 

in Akita city. Programed examination point日werelocated at a distance of 7 km along the road running 

from south to north through southern inland of Akita Prefecture (Fig. 10). 

At each programed examination point, an巴xaminerobserved a rice hill row of 100 m in length in a 

field as walking slowly, spending about 15 minutes in a poバureof strεching himself and bending slightly 

his head目 Thiswas onεunit of examination for th日survεy. When some kinds of lesions wεre found by 

the walking obs巴rvation,the lesions those considerεd to be in the same age as the solitary lesions observed 

in Akita city were selected and counted. 1、heposition of l ＜ ~aves having the lesions on stem, distribution 

pattern of the lesions, kinds of lesions in the other ag巴， situationof rice growth and circumstance around 

the point were also observed in each points. When the lesions were detected in two examination units in 

a points, th巴 examinermoved to next point. If he found no lesions of the kinds in the first two 

examination units, he added examinations of 2 units in the same point. When the lesions were found by 

巴xaminationsof 2 or 4 units, the points were called “diseased point”. The points in which no lesions of 

the kinds were found by examination of 4 units were regarded as“non-diseased point”、 Complemental

examination points wεre located at a distance of 3.5 km apart from the non-disεased points and 

examinat巴din the sam巴manneras in pr噌ogramedones. 

In the field of Akita Agric. Expt. Stn., the weath巴I・24,25 June 1976, 2 July 1977 and 18 June 1978 

obeyed the tentative criteria for prediction, and RIT of l巴sionsappeared on 8 July 1977 and 24 June 1978, 

and solitary lesions appeared at the same times with RIT of lesions in 1977, 1978 and 2 July 1976. 

Therefore the surveys described above were carried out along the course in southern inland of Akita 

Prefecture shown in Fig. 11 on 19 to 20 July 1976, 11 to 12 July 1977 and 28 to 29 June 1978. That RIT 

of lesions did not appeared in 2 July 1976 will be discussed later. 

1) Lesions 

In 1976, as a foehn phenomenon had been prominent from late June to ear行 July,infection of the 

disease had been inhibited for a while, and only two kinds of lesions in age, i.e. old and fresh lesions, were 

found. The old lesions supposεd to appeare on 2 July (see Plate) were found solitarily and the fresh ones 

were found aggregatively around old ones in most diseased points. 

In 1977, the lesions supposed to appeare on 8 July were found solitarily in some diseased points and 

in foci along with solitary伺onesin other points. The foci also consisted of their sister lesions and their 

parent lesions. But the sister lesions w巴resmall in numb巴rand were not found in solitary. 

In 1978, only one kind of lesions in age (see Plate) were found in most diseased points solitarily but 

in som己 ofthe points they were found in small foci which had neither diseased centεr hill nor parent 
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l巴sions,except one diseased point where diseased seedlings might had been brought into from som巴

nursery. 

These results of surveys in the three years showed that the sam巴 kindsof solitary lesions as that 

app巴aredin the field of Akita Agric. Expt. Stロ.were found in wide area of the southern inland. 

The surveys showed also that diseased leaves having lesions of the kinds appeared concentratedly 

mainly upon specific leaf position on stem. When survey was carried out in shorter time after the 

appearance of the lesions, the position of the leaves having the lesions was higher than that when the 

survey was carried out in longer time after the appearanc巴ofth巴lesions(Table 12). This observation also 

suggested that the lesions surveyed in each year had been infected simultaneously over the wide area. 

2) Percentage diseased points, density of lesions 

The percentages diseasεd point in programed examination points were 56%, 82% and 80% in 1976, 

1977 and 1978, respectively 円、able9). The diseased points wεre distributed over the areas examined in 

1976，路77,but in 1978 some of the non-diseased points aggr日gatedin southern part of the area wh記rethe 

growth of rice was infεrior than in the other parts of the area (Fig. 10). Table 10 shows that the 

percentages of diseased point were lower in points of inferior rice growth than those in points of normal 

or superior rice growth. 

Average number of lesions found by the walking observation of first 2 examination units in巴ach

programed examination point were about 0.7, 3目8and 2.4 in 1976, 1977 and 1978, respectively, when data 

in the points of inferior rice growth or having foci were omitted (Table 11). 

The percentage of diseased point was lower in 1976 than in 1977 or 1978. As the frequency distribution 

of solitary lesions did not reject Poisson distribution in 1976, the lower percentage diseased points in this 

y日ardepended on the lower density of the lesions. If more number of examination units were undertaken 

in walking observation, they might give higher percentage diseased point. From the observations in 1976 

and 1978, it was supposed that almost all fields in the survey巴darea had been infected in the southern 

inland at the time when the appearance of lesions expected by the examination in Akita Agric. Expt. Stn. 

This means a general epidemic started at that time in 1976 and 1978. However, in 1977, the general 

epidemic might had started when the parent lesions had appeared, though the appearance of parent lesions 

had not been able to expected in Akita Agric. Expt. Stn. because neith巴rthe weather favorable for 

infection appeared, nor RIT of lesions and solitary lesions corresponded to thεparent lesions had been 

detected in the Station. 

3) Geographical scale 

The scale of diseasεd area detectεd by the author was largest in 1978 among three years surveyed and 

was 70 km from north to south, 40 km from west to巴ast. When the data observed by Plant Protection 

Officers at the same timεwere combined to thεauthor’s ones, the diseased area reachεd a scale of 150 km 

from north to south and 40 km from west to east (Fig. 10, Plate). 

3 The disease occurrence on the area among low moutain when general epidemic started in broad flat 

area. 

When general epidemic start巴dover a broad flat area, distribution of lesions was surveyed in an area 

of river basin among low mountains of N angai village near the broad flat area in southern inland 

mentioned previously. Eleven examination points in various topography were sampled along main road 

1.5 km apart each other from th巴 areaand examined on 16 July 1976 (Fig. 11）目。nekind of lesions in age were found solitarily at 5 points on open field area. Out of 3 points 

surrounded by high wind breakers, hills, embankments, or houses, in one point no lesions were found, and 
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in 2 points small foci but no solitary lesions were found. In a point on a plateau where farmers said wind 

usually blew strongly, many foci were found in a field in which diseased seedling might had be巴nbrought 

from nursery, but no lesions were found in an adjac巴ntfields having rice plants inferior in growth. 

From this observation, it was supposed that infection for solitary lesions was affected by 

micro同climatedepending on topography of the plac巴 evenwhen weather favorable for the infection 

prevailed over a broad flat area. 

4 Distribution of lesions in small area at starting time of gεnεral epidεmic 

1) Survεy in some successive paddy fields 

Distribution of lesions were survey日din 6 to 10 successively arrang巴dpaddy fields by the walking 

observation method in starting times of general epidemics in Akita city and Nangai villag巴from1976 to 

1978. 

The lesions detected were only those supposed to appeare in the time when exp巴ctedby the methods 

mentioned in previous article (II-2). In 1976, the lesions app巴aredsolitarily, but in 1977 and 1978 they 

appeared solitarily or in foci having neither diseased center hill nor parent lesions. In the fields of inferior 

rice growth, the lesions were scarce (Table 14). 1、hefrequency distribution of the lesions among the 

surveyed fields except ones in the points of inferior rice growth or having foci did not rejεct Poisson 

distributiion in every y巴ars(Table 13). 

2) Survey in a paddy field 

Distribution pattern of lesions in paddy fields having no foci at beginning of general epidemics was 

studi巴din 3 paddy fields of 100 to 400 m2 in area from 1976 to 1978. 'I、helesions on each hills in the fields 

were counted and mapped (Fig. 12). The map was sectioned to some size of squares, and the average 
米

number （主） and the mean crowding (x) of lesions in each squares were calculeted. The procedure was 

rep日atedby sectioning the map to different sizes of square for every maps prepared from the examination 

in 3 years. 
一※Correlation coefficient between all of x and x obtained from the data of 3 yεars was significantly 

米－different from zero and in the regressionεquation, x ＝α＋βx, both nul hypothesεs that αequals zero (H1) 

and βequals one (H2) wer巴 notrej巴cted(H1; t=O目301<taos =2.131, H2 ; t = 0.088 < to.os = 2.131) (Fig. 13). 

Thus, the distribution of lesions in a field having no foci did not reject Poisson distribution (Iwao, 1968). 

5 Discussion 

Starting times of general epidemics in an area could be predicted based on the day of weather 

favorable for infection and appearance time of solitary lesions in the area in 1976 and 1978. 

The average starting time of general epid日micsduring 6 years from 1976 to 1981 in Akita Prefecture 

was 2 July that was about 40 days before heading tim己. During the period from the starting time to 

heading, leaf blast could repεat 7 iねたctioncycles. Starting times of gen巴ral日pidemicsin 6 years 

corresponded to RIT of lesions in the 2nd or 3rd infection generation on hills in foci originat巴dfrom some 

inoculum source (zero generation), i.e. diseased transplanted seedling or res巴rvedseedling that had been 

infected at the place out of paddy field (Tabl巴15).Accordingly, general epidemics of leaf blast had started 

in early season of the dis巴aseinfection. But the author could not clarify whether 1 or 2 cycles of infection 

on hills were necessary or not for the starting of the g巴neral巴pidemi cs. 

Frequency distribution or solitary lesions among fields determined by the walking observation method 

in a broad flat area fitted to Poisson distribution pattern except in thεfields being inferior in rice growth 

or having foci. This fact suggested that number of the lesions existing in a paddy field or an area could 
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be巴stimatedstatistically. As the ratio between number of lesions found in one unit of walking observation 

and that existing in a field of 1 a was estimated to be 1 : 9 (unpublished), the density of solitary lesions 

appeared in starting time of general epidemic were estimated to be 10 lesions/a in average and range from 

3 to 20 lesions/a among the various surveys in 3 years. 

The facts that the lesions distributed at random in the density mention巴dpreviously suggested that the 

lesions had appeared in almost all fields based on the character of Poisson distribution, b巴causethe 

acreage of a paddy field wer℃ mostly 10 to 30 a in Akita Prefecture. 

The maximum geographical scale of the area where general epidemics started simultan日ouslywas 

estimated to be 150 km from north to south and 40 km from west to east within Akita Prefecture. If 

neighboring areas of the prefecture were surveyed, the scalβwill be somewhat extended. The minimum 

scale was obscure, but was supposed to be about 20 km ba日日don the various surveys until recent year. 

Wher巴 theinoculum source of infection causing gen巴ralepidemics exist日dwas unknown, but the 

source was supposed to be native, because appear辻nceof a race torelable to a fungicide, Kasugamicin, or 

a certain pathogenic race of the fungus would persist in a limited local arεa for some successive years. In 

order to clarify the place of inoculum sources of infection causing general epidemics, the author considered 

to be necessary to study the formation process of the foci having neither diseased center hill nor obvious 

parent lesions such those found in 1977 and 1978. The shallow gradient of infection (Van der Plank, 1975) 

and long distance dispersal of the fungus from inoculum sources were also worth while to study. 

General epidemic starting in early season of blast infection was recognized not only in Akita 

Prefecture but also in Miyagi Prefecture. The epidemic wλs considered to occur in that season at least 

in blast year in the ョrcaranged betw巴enYamaguchi and Akita Pr巴fecturesfrom the analyses of 

assessment of the disease occurr巴nc巴 insome prefectures and the relationship between transplanting 

periods and the rainy season in these prefecture日（Table16, Fig. 11). 

The author described in this chapter the genじralepidemic of leaf balst. Gen巴ralepidemic of leaf blast 

starts in early season of the disease infection over the broad flat area of 20 to 150 km in length at a same 

tim巴. At this time, the lesions being uniform in size and color upon specific leaf position on stem are 

distributed at random in a low dendity of 10 lesions/a in average (from 3 to 20 I巴sions/ain range)* in 

almost all paddy fields. The starting time of general epidemic in an area can be predicted based on the 

day of weather conditions favorable for infection in th巴 area.

III Prediction method of starting time of general epidemic and/ or rapid incr巴asingtime of 

lesions 

1 Days favorable for inf巴ction

1) Number of lesions daily infected 

Successive batch of two pots planted with healthy susceptible rice variety“Natuminori”were exposed 

to the fungus in the diseased field for 24 hrs from midday to next midday in each day during about 30 days 

after 20 June in every year from 1976 to 1978. After the巴xposurethe plants were maintained in a glass 

ho us巴 untilappearance of lesions for examination. The number of lesions appeared on each potted rice 

wer日r巴cordedas an index of int巴nsityof infection on th巴daywhen the pots had been brought in the field. 

The numbers of lesions daily infected on potted rice fluctuated among days (Fig. 15). This fact suggested 

' The density of lesions in starting time of general epidemic was about 0.5/a in 1983, which w日sestimated by countmg 
number of foci after RIT in 2nd ge日目ati on 
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that w巴atherconditions of each day affected extr巴mlythεintensity of daily infection of the dissase. 

2) Multiplication rate and day favorable for infection 

Numb巴rsof daily infected lesions on potted rice in each days were accumulated and plotted against 

the days when the lesions considered to appear日afterlat；巴ntperiods estimated by daily mean tempεrature. 

These curves of the daily accumulated number of lesions on potted rice had rapid and slow increasing 

time. The days of this rapid increasing time considerably coincided with those in the curves of number 

of lesions on 9 hills from 1973 to 1978 (Fig. 16). The numbers of lesions on 9 hills in Fig. 16 had be巴n

determined every 2nd days in the field in the early stage and estimated based on thεcorrelations among 

the numbers of lesions in the subplots A0, B and C in thεlat己 stagein 1973, 197 4 and 1975.τhe some 

differences in the rapid incrεasing time (RrI、） between the numbers of lesions on potted and field rice were 

adjusted, and estimated daily numbers of lesions infected on 9 hills were interpolated by using daily 

accumulated numbers of lesions on pott日drice. 

Then the multiplication rate of day n (rニ Xn十件1/Xn)was calculated based on the estimated daily 

number of lesions on th巴9hills and latent period (Fig. 17, Table 17), where, Xn : number of l巴sionsexisted 

on the 9 hills at day n, p ; latent period for the appearance of lesions after infection, x川 p+1 ; number of 

lesions estimat巴dto be infected on day n and appear on day n十p十1

Th巴multiplicationrat；巴sshowed extraordinary value during June or thεperiod of 2nd伊 nerationfrom 

inoculum source in every yεars. This probably depended on the high susceptibility of young ric巴 inthe 

field and position of inoculum source in the hill. Thus th巴multiplicationrates were calculated only during 

the periods after the above mentioned periods until th巴 daythat p十lclays previous to the last day of 

exporsure test. 

When infection had resulted in obvious RIT of lesions, multiplication rates showed 10 fold and more. 

Degrees of multiplication rate w日reclassified as follows : high ; 10 fold and more, medium ; from 4 to less 

than 10 fold, low, less than 4 fold. The day having high multiplication rate and/ or the day when the 

infection had caused a general epidemic, even if multiplication rate was not calculated, were difined as 

“type day" favorable for infection (Table 18). 

Degreεof multiplication rates of i；弘、 daysin the pεriods when the rates had not bεen calculated were 

estimated as high, medium or low based on th巴accumulateddaily numbers of lesions on the potted rice 

and latent periods. 

2 Criteria for prediction 

Common weather coditions among the type days wer巴 determinedand assembled as preliminary 

criteria for prediction. From the type days, 11 July 1975 was eliminated, because the weather of the day 

had been considerably different from that in the other typεdays. However, all days having high 

multiplication rate are not always the type days. So, each of the common weather conditions was modified 

so as to separate the days having high multiplication ratεfrom the days having medium or low o立εs

among all non・type days when all the other weath巴rconditions obeyed the preliminary criteria. This 

procedure was repeated several times for differant components of weather conditions, th巴ncriteria were 

completed目

Following two kinds of criteria for prediction wer巴 pr℃paredby above procedure; crit巴riain 

micro・climate method which were composed of records in micro and general climate, and criteria in 

general climate method, of records in only general climate. 

1) Criteria in micro climate method 

Air temperature, wind speed, duration of wetness period were automatically recordεd at the paddy 
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fidd wh巴rethe potted rice wasεxsposed to blast fungus. Air temperature was m巴asuredat canopy of rice 

plant by an electric thermograph with ventilated senser. Wind speed was recorded at 10 cm above highest 

part of rice plant with small Robinson’S cup anemom巴ter. The length of wetness duration was measured 

with an electric resistance dew meter at samεheight as for wind speed. Recordes of solar radiation, 

duration of sunshine and rainfall w巴retaken from Akita Local Meteorological Observatory, 6 km away 

from the paddy field. 

(1) Solar radiation (duration of sunshine) Common condition of amount of solar radiation in the type days 

were less than 200 cal/ cm2 in afternoon of the days and/ or forenoon of the next days, but in the type days 

it was not necessarily rainy at daytimε （Table 1め.In th記 dayswhen only solar radiation did not obey the 

criteria, dεgree of multiplication rate was medium or low (Table 20). Amount of radiation of 200 cal/cm2 

in afternoon or forenoon corresponded with about 2 hours in duration of sunshine (Fig. 18). 

(2) Rainfall・ In the type days rainfall was zero or mostly 1.0 mm/hr or less from 19:00 to 08:00 (next day) 

(Fig. 19). Among the days when only the rainfall condition did not obey the criteria, a day having high 

multiplication rate had a passing rainfall of 2.8 mm/hr (7 July・ 1975), and some days of medium or low 

multiplication rate had that more than 4.5 mm/hr (18 July 1978) (Fig. 20). Therefore critical value of 

rainfall was decided as that there was no rainfall or rain of 1.0 mm/hr or less from 19:00 to 08:00 (next 

day), but a passing rainfall of 4.0 mm/hr or less was permitted. 

(3) Wind spεed. Mean玩rindspeed in all type days were less than 0.5 m/s from 21:00 to 06:00 (next day) 

(Table 21). In the days having medium or low mutiplication rat巴amongthe days when all other weather 

conditions except the wind speed obeyed th巴 criteria,wind spe巴dwas above 0.5 m/s (Table 22). Thus 

critical value of mean wind speed was decided as that less than O目5m/s from 21:00 to 06:00 (next day). For 

the day of 11 VII 1975, consideration will be giv巴nlatter. 

(4) Duration of wetness and・ mean temperature (ratio of penetration percentage): Yoshino (1979) had 

proposed the conception of “ratio of penetration percentage”（RPP) to investigate the relationship between 

infection of blast fungus and weather condition. The value of RPP was calculated based on length of 

wetness duration and mean temperaturεduring the duration (Fig.21) 

In all type days, RPP wε1・eabove 0.09 (Tablε23). In non-type days when all the weather conditions 

obeyed the criteria except RPP, thεrε were days having high, medium or low multiplication rate rεgardless 

that RPP W巴reabove 0.09 or less (Tabl巴24). In these non句typedays when RPP wer巴lessthan 0.09, the 

minimum value of RPP among the days having high multiplication rate was 0.04, and maximum value of 

RPP among the days of medium or low multiplication rate was 0.07. Regarding RPP having 0.04 as 

abnormal value, critical value of RPP was decided as 0.08. That there were seven days when values of 

RPP were 0.09 or more but degree of multiplication rates were medium or low, will be discussed later. 

'I、hecritical values of the weather conditions above mentionεd were assembled as criteria in 

micro-climate method and werεshown in Table 25. 

2) Criteria in general climate method 

Following weather data recorded in Akita Local Meteorological Obs巴rvatorywere used ; solar 

radiation, rainfall, wind speed, relative humidity, air temperature, cloud amount, cloud form and 

hydrometeors. These were recorded 8 times a day except for rain fall and solar radiation recorded 24 

times and minimum temperature. 

(1) Solar radiation, rainfall ・ Critical valu巴forth巴S巴weatherconditions were same as thosεin criteria for 

micro-climate method. 

(2) Wind speed, relative humidity : In the days having high multiplication ratεincluding both type and 



81 

non勺rpedays, mean wind speed was less than 2.5 m/s and mean relative humidity was 85% or more from 

21:00 to 06:00 (next day) (Fig. 22). Even the days when a passing wind from 3.0 m/s to 4.0 m/s blew, a high 

multiplication rate was expected among these days (Table 26). A passing low relative humidity under 85% 

seldom occurred in the days having higher humidity discribed above. The presence of medium or low 

multiplication rate having above conditions as shown in Fig. 22 will be discussed later. 

(3) Air temperature : It was difficult to estimate not only duration of wetness but also air temperature at 

canopy of rice plant in th巴 paddyfield from the records of general climate. Accordingly, the minimum 

temperature in the days judged to be favorable for infection from criteria in micro-climate method was 

adopted as critical value of temperature in general climatεmethod. This minimum temperature was 16℃ 

that occurred on 29 June 1974 when RPP was 0.08 (Table 27). 

There was no days in which minimum t巴mperaturewas within the range from 14.0℃ to 15.9℃ among 

the days when all the weather conditions ob巴yedcriteria except temperature 円、able28). The weather of 

the days when minimum temperature was within the range of 14.0℃ to 15.9℃ was influenced by cold 

northern air mass and was considerably sunnier and/ or windier than in the days in th巴adjacentrange of 

temperature above described (Table 29). Therefore, the critic且lvalue of temperature might be otherwise 

in the regions having other meteorological circumstances. 

(4) Dew: On th巴criteriaof prediction composed of solar radiation, rainfall，明rindspeed, relative humidity, 

and air temperature, thεdays of middle or low multiplication rat告 wereregarded frεqu巴ntlyas infection 

favorable days. This misjudgment supposed to come from deficiency of factors for dew formation in the 

criteria. But, it was hard to assess wetness duration from the climatic data recorded at 8 times a day. If 

a method could presume existence of dew at 21:00 of a day, the method might det巴cthalf of the days 

having wetness duration of more than 11 hours (Table 30) which was average length of wetness duration 

in the type days without rain (Table 31). To presume existence of dew at 21:00 in no rainy days, the author 

devised a key (Table 32) which showed a fitness of about 90%. 

As raindrops on leaf can be regarded as infection drop for blast fungus, the criteria to presume 

whether rain drop remain or not until night on leaf after rain in daytime, wer巴preparξdas follows based 

on the relationship shown in Fig. 23. Rain abates at 18:00 or later and after that timεwind speed is less 

than 2.5 m/s, and reative humidity is 85% or more and amount of solar radiation is 5 cal/cm2 or l巴ssuntil 

sunset, or being hazy or foggy (Table 33). 

Critical values of the weather conditions and th日keyof d巴wformation and criteria for dew continuity 

described above were assembled as criteria for general climate method and were shown in Tables 32, 33 

and 34. 

3 Discussion 

Rat巴sof successful prediction by the criteria appliεd for about 170 days that had beεn used to prepare 

the criteria w巴reabout 0.7 in both micro and general climatεmethod (Table 35). Degree of multiplication 

rate might not always precisely reflected the effect of weather on infection, because it was calculated 

based on only number of lesions but not on sporulation potential of lesion, susceptibility of rice and 

variability of latent periods of lesions. Therefore, if the days of medium multiplication rate were regarded 

as successful prediction, the rates were calculated to be about 0.8 in both methods. 

The weather conditions of 10 July 1973, 13 July 1975 and 2 July 1978 obeyed the criteria of one of both 

methods but their degree of multiplication rates w巴relow (Table 36). The causes of these misjudgment 

might b巴suggestedby the legend b), c) and d) in Table 36. The days of 30 June 1974 and 11July1975 had 
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high multiplication rate but could not 加 detectedby the criteria of both methods (Table 35), which might 

r巴sultedfrom disregard of weather conditions in daytime巴xceptsolar radiation in both criteria. 

1、herefore,these misjudgment will be corrected by future improvement of the criteria. However, the 

author could not clarify the cause of misjudgment that 5, 6 and 11 July 1977 have low multiplication rate 

but they were detected by the criteria of both methods (Table 36), dispite another weather condition of the 

days were examined. Kosimizu (1982), Sasaki et al (1971) had proposed some theories that weather 

favorable for infection was constituted by the conditions of not only a day but during several days before 

the day. But, these theories also could not explain above misjudgmints (Table 37). 

Application of the criteria for the epidemics from 1979 to 1983 showed that the fitness was superior 

in prediction of starting times of general epidemic, but somewhat inferior in predicting rapid increasing 

times, because sometimes mild increasing times were assumed as rapid ones. It was supposed that rapid 

increasing of lesions might require the weather having higher favorableness for infection than general 

epidemic. For instance, on 2 July 1976, genεralεpidemic had occurred but no RIT of lesions in the field 

of Akita Agric. Expt. Stn. (Fig 4, II 2). 

Ev巴ntually,these crit巴riaare useful for n巴gativ記 predictioni.e. prεdiction of unfavorable day for 

infection of blast diseas巴（Table35). Sanitation of the field is essential for using of the criteria, because 

when general epidemic start, the diseas巴mightbecome severe in the fields around some inoculum sources. 

The criteria are disired to be improved in future so as to provide prediction in more quantitative value 

such as multiplication rates of high, medium and low. 

IV Concl附 on

If th巴 densityof lesions in the starting time of general epidemic is 7 per 1 a and thereafter R口、

app巴aredin each infection generation, the field planted with susceptible rice varieties will be coverd with 

the lesions in the same density as in A and B subplots in 1974 or 1975 shown in Table 4. Therefore 

percentage diseased hill will be about 100% and more than several lesions will appeare on every hills in 

last stage of 3rd generation of infection. 

Infection for the next RIT is apt to arise just after RIT in any generation, because infection favorable 

days used to appear every 6th to 10th day and latent periods are 6 or 7 days in the epidemic season. This 

just after RIT of the 3rd generation, there is a possibility that infection had been occurred to a degree that 

caロsemore than several scores of lesions on every hills in RIT of 4th g巴nεration. If this situation is 

realizεd, f呂rmerswill not be able to control thεdisease effectively. For good control of the disεase, it is 

safe to begin dusting or spraying the mixtur巴 oferadicant and protectant as soon as the RIT of 2nd 

generation occurrs or protectant b巴forethe RIT to inhibit the infection from lesions of 2nd generation. 

Accordingly, the disease warning service should predict and confirm th巴 startingtime of a general 

epidemic and determine the density of the lesions. In general, the disease tend to become severe when 

susceptivity of rice plant is high, i.e. when susceptible varieties are cultivated, when rice plants are in 

tillering stage even where resistant varieties are cultivated, or in the years when effect of fertillizer 

appears too lately, or in cool and rainy summer. In these highly susceptible conditions of rice plant, the 

disease warning service should also inform to farmers the beginning time of fungicide application based 

on prediction of 1st RIT after general epidemic. 
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間練説明

i玄｜版1-11の写真は 1976年及び 1978壬｜二の全般発生開始期における実態調査において、見歩き調査により検出され

採集された病斑である。これらの附斑は秋岡市において気象及び病以i増加過程調査iにもとづいて検出された散尿

病斑と｜司じH寺J切に感染したものと；考えられる。図版rt1の昏号はその約消が採集された地点または病H虫防除所l(i'

恥ti地域を示す。それぞれの番号の病斑はその地点または防除所管内で検出されたもののすべて、あらいは 4筒u
された時は長径の長大・ rj1信1・最ノトのものを示した。

No. 1 9 , 1976 'F 7バ19・20日、秋i口県南部内器地方における見込、永誠盗において、著者によって検出採集され

た業いもち総斑。

No.10 16 , 1978 0f 6 JJ 26 LI、秋川県iλJ7病寄虫防11余所（火山を｜徐く）管内における見込、き調査において予察民

によって検出採集された葉いもち的刻。

No. 17 29, 19781ド6JJ 28・29日、秋田県南{fill付陵地fjにおける見歩き調貨において、著者によって検出採集さ

れた葉いもち病的。

関xplanationof 

'I、heplate shows the photographs of th日lesionsdetected and・ collect；日dby walking observations in the 

survεys in starting tim巴sof general epidemics in 1976 and 1978. ThεS巴lesionswere supposed to be in sam日

age as the lesions expected to appear and actually found in the field of Akita city. Thrぅnumbersin the 

photographs correspond to each examination points or jurisdictions of Plant Protection Offic巴swhere the 

lesions had been collected during the surveys. When the number of lesions collect巴din日achexamination 

point was less than 4, all lesions are shown, and when the number was 4 or more, the maximum, a medium 

and the minimum lesions in length are shown. 

No. 1-9; The lesions detected in the survey in the starting time of general epidemic, 19 and 20 VII 1976, in 

the southern inland of Akita Prefecture. 

No. 10-16, The lesions dεtected in the survey in the starting time of general epidemic, 26 VII l号78,in the 

fields of jurisdictions of seven Plant Prot巴ctionOffices except Omagari. 

No. 17-29, Th巴 lesionsdetected in the survey in starting time of general epidemic, 28 and 29 VI 1978, in 

the southern inland of Akita Prefecture. 
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