
- 1 - 

≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪

≪≪                                 2020 年１月 24 日号－2 

令和元年の主要病害虫の発生動向から 

水稲の病害の発生状況と防除対策 
 

国立研究開発法人農業･食品産業技術総合研究機構 中央農業研究センター 

病害研究領域 抵抗性利用グループ長 芦澤 武人 
≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪ 

 

はじめに 

 2019年は全国的に梅雤明けが遅く、その後は夏季が一時高温となったものの、後半は曇

雤天の地域が多かった。いもち病は、全国的に平年並みとなったが四国・九州を中心にや

や多い発生となり、紋枯病は全国的にはやや多い発生で、四国の一部地域で多発生した。

稲こうじ病は中・四国と九州の一部地域で発生が多くなり、全国的にはやや多い発生とな

った。ここでは、水稲の主要病害であるいもち病、紋枯病、稲こうじ病等を取り上げ、今

年の発生動向を中心に紹介する。 

 

2019年の気象概況と作況 

 2019 年の夏期（6〜8 月）の天候は、梅雤前線の北上が平年より遅かったため梅雤入り

が遅れたものの、その後は西日本を中心にたびたび大雤となり、東日本太平洋側と西日本

は降水量が多く梅雤明けが遅くなり日照時間は尐なくなった。北・東日本は梅雤明けが平

年より遅れたが、7月末から8月前半にかけて太平洋高気圧に覆われて高温多照となった。

また、9月 9日に台風 15号が三浦半島に上陸後、千葉県に再上陸し降水量が多くなった。 

 令和元年産水稲の作付面積（子実用）は 146.9 万 ha であり、全国の 10a 当たり予想収

穫量は 528kg（作況指数 99）が見込まれている（農林水産省令和元年 12 月 10 日公表）。

北海道・東北・北陸では、全もみ数が平年以上に確保され登熟も順調に推移した。その他

の地域では、7 月上中旬の低温・日照不足により全もみ数がやや尐ない地域があったこと

や、登熟も 8 月中下旬の日照不足、台風による潮風害に加えて、ウンカ等の病害虫により

作柄が平年を下回った地域が多かった。このため、山口（94）、愛媛（94）、高知（91）、

福岡（91）、佐賀（63）、長崎（94）、大分（87）、熊本（94）、宮崎（94）、鹿児島（94）、

沖縄（94）と不良となり、その他の地域もやや不良（98〜95）の地域が多かった。 

 

 

主要病害の発生状況 

「いもち病」 

 2019年のいもち病の発生（都道府県の発生予察情報等を参照）は、全国的にやや多い地

域があった。2019年の JPP-NETによる統計では葉いもちで 23.7万 ha、穂いもちで 21.6

万 ha の発生面積であり、平年並みの発生量であった。以下に全国の中で注意報を発令し

た 4県について概略をまとめた。 
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 秋田県では、6月下旬から 7月上旬にかけて曇りや雤

の日が多く、本年の全般発生開始期が7月上旬となった。

その後、BLASTAMの判定で感染好適日が断続的に出現

し、7 月後半では発生地点率と発病株率のいずれも高く

なった。7 月 31 日に梅雤明けとなり 8 月は高気圧に覆

われて晴れの日が多くなったが、8 月上旬でも穂いもち

の伝染源となる上位 2葉の発病が高い地点が多く、8月

16 日に穂いもちの注意報が発令され、穂いもちが平年

より多い発生となった。他の北日本地域では概ね平年よ

り尐なかった。 

長野県では、6月下旬から 7月上旬には葉いもちの発

生が認められなかったが、7 月上旬から曇りや雤の日が

多く、7月中旬以降は例年より感染好適日が多く出現し、

7 月下旬に葉いもちが急激に病勢進展する可能性が予想

されたため、7 月 25 日に葉いもちの注意報が発令された。7 月 29 日に東山東海地域では

梅雤明けとなり、8 月上中旬は太平洋高気圧に覆われて晴れが続き、穂いもちの発生は平

年より尐なくなった。 

長崎県では 7月上中旬に曇りや雤の日が多く、BLASTAMによる感染好適日が多く出現

した。梅雤明けは 7月 25日で、その後晴れの日が多かったが適度に降雤があり、8月上旬

の葉いもち調査では発生圃場率が 49.4％と高くなり、8 月 16 日に穂いもちの注意報を発

令した。その後 8月中旬から 9月上旬にかけて曇雤天が続いたことにより、穂いもちの発

生は平年より多くなった。 

福岡県では、長崎県と同様の気象経過となった。葉いもちの発生は 7 月上中旬には平年

より尐なかったが、7 月の曇雤天が影響して 8 月後半までに平年より多い発生となった。

その後、8月後半以降も曇りや雤の日が多い予報であったため、8月 27日に穂いもちの注

意報が発令された。その後も曇雤天が続き、穂いもちの発生は平年より多くなった。 

その他の地域では、福井県で平年より多くなったものの、他の地域では概ね平年並みか

ら尐ないあるいはやや尐ない発生にとどまった。 

 

 

「紋枯病」 

2019 年の発生予察情報等によると、東北南部よ

り西の地域を中心に多発生となり、全国集計での発

生面積は約 59万 haであり、平年より多い発生とな

った。以下に、今年の全国各地の発生状況を簡単に

まとめた。 

 北海道はやや尐の発生となった。東北地域では、

山形、福島の両県で平年よりやや多い発生となり、

その他の県では平年並みからやや尐となった。 

関東・東山地域では、茨城、栃木、群馬の 3県で

やや多い発生となり、その他の都県では平年並みと

なった。東海地域では、静岡県で発生が多く、その

【葉いもちの大型病斑】 

【紋枯病】 
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他の地域では平年並みとなった。北陸地域では、新潟県でやや多い発生となり、その他の

県では平年並からやや尐の発生となった。 

近畿地域では、京都、大阪の両府、兵庫県で発生がやや多く、その他は平年よりやや尐

なかった。中国地域では、岡山、島根の両県で発生がやや多く、その他の県は平年並みと

なった。四国地域では、香川県で多く、愛媛県でやや多、その他の県は平年並みであった。 

九州地域では、福岡と長崎の両県で多く、大分、熊本の両県はやや多い発生となった。 

 

 

「縞葉枯病」 

全国で昨年よりやや多い 11万 haの発生面積となり、北関東を中心に引き続き警戒を要

する状況となっている。茨城県では、県西および県南で小麦圃場から飛来したヒメトビウ

ンカの第 1世代幼虫のRSV保毒率がほとんどの地点で 5%(範囲は 2.7〜10.6%)を超える高

い値となっており、3月 22日および 6月 6日に注意報が発令された。栃木県では、5月中

下旬の調査でヒメトビウンカの生息密度は平年並みであったが、第１世代幼虫の RSV保毒

率は県平均で 6.5%と高かった。その他、福島、埼玉、長野、島根、香川、徳島、大分の各

県でやや多い発生となった。 

 

 

「稲こうじ病」 

 2018年は全国の発生面積が約 3.5万 haと大幅

に発生が尐なくなったが、2019 年は約 9.5 万 ha

となり、近年の多発年次と同程度の多発生となっ

た。近畿より以北の地域では平年並みからやや尐

ない発生となったが、山口と四国地域の全県で多

い発生となり、九州地域では、長崎、大分の両県

でやや多い、鹿児島県で多い発生となった。 

本病は、平成 28 年 4 月に国の指定有害動植物

の一つに指定されたが、穂で発病するまでは無病

徴であるため調査結果に基づく防除指導が困難

であり、主に前年の発生量と気象経過から予察情

報が発出されている。 

 

 

「ごま葉枯病」 

 2019年の発生面積は、15.9万 haと平年よりやや多い発生となった。東北地域では、福

島県でやや多い発生となった。近畿地域では、和歌山県でやや多い発生となった。北陸地

域では、富山、福井の両県で多い発生となった。中国・四国地域では、岡山、鳥取、山口、

愛媛、高知の各県でやや多いから多い、九州沖縄地域では、宮崎県でやや多い、沖縄県で

多い発生となった。減化学肥料栽培の普及や抵抗性の弱い飼料用水稲が発生量の増加に影

響していると考えられ、例えば、海岸に近く秋落ちしやすい砂壌土の圃場で、発生が顕著

となる地域もある。なお、近畿以北の他の地域では平年並みの発生であった。 

 

【稲こうじ病】 
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主要病害の防除対策 

 現在のいもち病の基幹防除は、長期残効性の予防粒剤を育苗箱に施用して、保菌種子に

よる苗箱内での伝染を抑制することを目的とした方法が主流である。育苗箱施用剤を用い

ない防除体系では、葉いもちが流行期に入る前に本田粒剤を水面施用する。茎葉散布剤を

施用する場合は、出穂前の止葉を含む上位葉まで葉いもちが発生しないよう適宜散布する。

穂いもちの防除は、茎葉散布剤の場合は、出穂はじめと穂ぞろい期の 2 回散布が基本とな

る。水面施用剤を用いる場合は、出穂 20〜10 日前に湛水散布し、多発が予想される場合

には出穂期以降に茎葉散布剤の追加散布を行う。耕種的な対策としては、抵抗性品種を用

いること、水田内に補植用苗を放置しないで補植作業終了時すぐに圃場から持ち出して廃

棄すること、窒素肥料の多施用を避けること、冷水の掛け流しを避けることなども励行す

る。 

 紋枯病の防除薬剤としては、育苗箱施用剤が中心となりつつあり、いもち病との混合剤

が普及しつつある。ただし、施薬されてから紋枯病が発生するまでに期間が長いことや近

年の温暖化により、紋枯病が発生する時期まで薬効が十分残らない場合があるとされる事

例が発生している。他に水面施用剤や茎葉散布剤があり、水面施用剤では出穂 30〜10 日

前、茎葉散布剤では穂ばらみ期から出穂期に散布を行う。多発した場合は、穂ぞろい期の

追加防除を行う。茎葉散布剤の防除要否の判断は、概ね地方自治体の防除基準に従った場

合、穂ばらみ期の発病株率が 20％とされている。しかし、この値では防除する意識が生産

者は低く、実際には 40〜50%程度の発病株率に達してから防除を行う場合が多い。イネが

過繁茂になると株間湿度に加えて株内湿度も高まり、本病の水平・垂直進展が助長される

ため、密植や多肥を避ける。 

 縞葉枯病の防除対策は、抵抗性品種を用いる、ヒメトビウンカに効果のある育苗箱施用

剤を散布する、秋季に越冬場所となる刈り取り後から再生したイネや畦畔雑草の除草に努

めるなどが有効である。 

 稲こうじ病の薬剤防除は、出穂前の穂ばらみ期に感染が起こるので出穂 21〜10 日前に

防除効果の高い銅剤を散布するか、出穂 21〜14 日前に粒剤を水面施用する。粒剤は田植

え直後に散布しても効果があり、これは根への初期感染を抑制しているためと考えられて

いる。防除適期は幼穂が 1〜5cm 程度に生長した時期なので、イネを剥いて葉鞘内に幼穂

が生育しているのを確認できれば適期を逃すことがない。 

 ごま葉枯病は、秋落ちや生育後期に肥料が不足する水田で発生が多くなるため、窒素、

カリウムなどの肥料切れに気をつける。マンガン含有資材は、砂壌土など秋落ちしやすい

圃場での施用で発生を抑制できる。薬剤防除としては、いもち病や紋枯病などに効果があ

る薬剤を茎葉散布することで同時防除も可能である。 

 

 

水稲病害防除に関する情勢 

 人が行う高度な思考や単純で正確な連続作業は、近年人工知能（Artificial Intelligence; 

AI）やインターネット経由で作動するセンサーなどの物（Internet of Things; IoT）が取

って代わることにより、作業の効率や精度を向上させることができる。これらは、農業法

人のような大面積の圃場管理に対してなるべく尐人数で収益を向上させるツールとして社

会実装が進んできている。水稲栽培においては、稲の生育診断、追肥管理、病害虫や雑草

の効率的な防除、灌漑水管理などを無人で実現する取り組みが行われている。 
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農研機構では、１km メッシュ農業気象データとして農耕地を対象とした気象の日別デ

ータを提供するシステムを運用しており、9日間先までの精度の高い予測値と、26日先ま

での気象庁の各種資料に基づく予測値を毎日更新して提供している。本システムは、病害

虫の発生予測にも利用されており、イネ稲こうじ病の薬剤散布適期を電子メールで自動配

信するサービスが提供されている。 

 水稲栽培が 100haを超えるような大規模な農業法人が多くなるにつれて、作業の効率化

を目的に高密度播種・尐苗箱移植栽培が普及しつつある。しかし、本技術は箱あたり播種

量が平均で 80gも多くなるため、現行の箱施用剤の散布量では本田での防除効果が担保で

きなくなる可能性がある。この対策として側条施薬できる田植え機や既存の田植え機に付

属する側条施用のアタッチメントが開発された。これらの側条施用対応田植え機で苗を移

植し、同時に移植苗から数 cm の距離に箱施薬剤を側条施用する技術の開発と普及が進ん

でいる。ただし、薬剤の水溶性の程度や土壌の種類など防除効果に影響する要因があるの

でこれらの技術的課題の解決が望まれる。 

 60℃程度の温水を利用して種子伝染性の病害を防除する温湯種子消毒技術は、減農薬栽

培の普及に伴いすでに一般に利用される基幹技術となっているところが多い。一方、本法

では種子消毒を目的とした殺菌効果が不十分で、残存したばか苗病菌、褐条病菌やもみ枯

細菌病菌などが、育苗管理期間中に増殖して多発する場合があるなど大きな問題となって

いる。このため、原原種、原種圃場をはじめ、最終的に生産者に渡される種子となる採種

圃場産種子の病害防除体制をきちんと管理する必要があるだけでなく、新たな種子消毒技

術の開発や防除効果を高める技術などの開発が求められている。 

 


