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はじめに 

2020年は全国平均で 10日以上梅雨明けが遅かったものの、夏期が高温となり、後半は

曇雨天の地域が多かった。いもち病は、全国的に葉いもちの発生が多く穂いもちは平年並

みとなった。紋枯病は平年並みからやや少ない発生で、稲こうじ病は平年よりやや多くな

り、関東と四国の一部地域で多い発生になった。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したい。 

 

 

2020年の気象概況と作況 

2020 年の夏期（6〜8 月）の天候は、梅雨前線の北上が平年より若干遅れたため梅雨入

りが少し遅かったが、太平洋高気圧は南海上で強く、その周りを湿った空気が日本付近に

向かって流れ込み、本州に停滞した前線が活発に活動した。長野・岐阜・福岡・佐賀・長

崎・熊本・鹿児島県では大雨特別警報が発表されるなど、西日本と東日本太平洋側で降水

量が平年比 200%以上となり、全国的に曇雨天の日が多く日照時間は短く、月平均気温が

低かった。梅雨明け後は一転して、太平洋高気圧と上空のチベット高気圧の張り出しで厳

しい暑さとなり、浜松で 41.1℃を記録するなど多照少雨となった。また、台風の上陸はな

かったが、台風９号と 10 号が相次いで東シナ海を北上して宮崎で大雨となり、北陸では

フェーン現象により高温となり、三条で 40.4℃の 9月としては最も高い気温を記録したが、

その後は秋雨前線の影響で全国的に日照時間が少なかった。 

令和 2年産水稲の作付面積（子実用）は、146.2万 haであり昨年より 7千 ha減少した。

全国の 10a 当たり予想収量は 531kgで前年より３kgの増加が見込まれている（農林水産

省令和２年 12月 9日公表）。北海道・東北・北陸では、全もみ数が確保され、登熟が順調

に進んだため作柄が平年を上回った。一方、東海以西ではトビイロウンカの被害や登熟期

が日照不足で登熟が不良であったことに加えて、九州地方では台風の影響もあり作柄が平

年を下回った。なかでも、静岡（92）、奈良（94）、和歌山（92）、広島（94）、山口（73）、

愛媛（91）、高知（93）、福岡（80）、佐賀（82）、長崎（86）、大分（77）、熊本（89）、鹿

児島（94）など、中国地方で 92、九州地方で 85と不良となり、その他の地域でもやや不

良となる地域が多かった。 
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主要病害の発生状況 

「いもち病」 

2020年のいもち病の発生量（都道府県の病害虫防除所の発生予察情報等を参照）は、全

国的にやや多い〜多い地域があった。2020年の JPP-NETによる病害虫発生面積データで

は、葉いもちが 32.5万 ha、穂いもちが 23.9万 haの発生面積であり、平年よりやや多い

発生量であった。以下に注意報を発令した県について概略をまとめた。 

岩手県では、県南部を中心に葉いもちの発生圃

場率が高く、6月 12日から全県的に感染好適条件

が複数回出現して感染が繰り返されたため、7 月

17日に穂いもちの注意報が発令された。梅雨明け

後は気温が高い日が多く、穂いもちは平年より少

ない発生量となった。山形県では、7 月上旬と下

旬に BLASTAM の判定で感染好適日が全県的に

出現し、葉いもちの発生地点が多かったため 7月

22日に穂いもちの注意報を発令した。その後上位

葉にも葉いもちの進展が認められたため 8月 6日

に追加の注意報が発令され、穂いもちは平年より

やや多い発生となった。福島県では、葉いもちの

発生は平年並みからやや多かったものの、箱粒剤

の効果が切れる 7月下旬に全県で感染好適日が出

現しその後の気温が低く降水量が多い予報であ

ったことから、7月 30日に穂いもちの注意報を発

令し、穂いもちは平年よりやや多い発生となった。

茨城県では、7 月中旬から全県的に感染・準感染好適日が出現し平年より葉いもちの発生

が多くなったことから、7月 31日に穂いもちの注意報を発令した。その後高温多照となっ

たため、穂いもちの発生量は早期水稲でやや多かったものの、普通期水稲では平年並みと

なった。埼玉県では、7月中旬に実施した特別調査により葉いもちの発生地点率が 60.9％

と平年の 2倍であり、全県での感染好適日の出現日数が 5月 1日〜7月 26日の期間で合計

99日と平年の 2倍となったため 7月 28日に注意報を発令した。このため、早期水稲の穂

いもちはやや多く、普通期水稲は梅雨明け後の高温により平年並みとなった。長野県では、

6月上旬以降感染好適・準好適日が平年の 1.5倍出現し、7月上旬に中山間地域で葉いもち

の多発圃場が確認され、箱粒剤の効果が切れる時期に入ることから、７月 22 日にいもち

病の注意報が発令された。穂いもちの発生は梅雨明けにより平年よりやや多い発生にとど

まった。岐阜県では、6 月下旬以降感染好適・準好適日が全県で認められ、７月中旬に行

った調査で葉いもちの発生が県下全域で認められた。このため、7月 22日に穂いもちと葉

いもちの注意報が発令されたが、梅雨明け後の高温多照により穂いもちの発生は平年より

やや多い発生にとどまった。福井県では、梅雨入り後日照時間が少なく、7 月中旬に葉い

もちが山間部で中発生となり常発地で多発生となった。このため、7月 27日に穂いもちの

注意報が発令され、平年より多い発生となった。愛知県では、7 月上旬の調査で発生地点

率は低いものの発生圃場率が平年の 2倍であったことや、7月 1日〜15日までの感染好適・

準好適日が全県で多くなり、その後も曇雨天が続く予報であったため、7月 16日に注意報

を発令し、平年より多い発生となった。三重県では、6月第 2週で葉いもちの発生圃場は 

【いもち病斑】 



- 3 - 

 

ないものの置き苗での発生が認められた後、6月 24日に中〜南勢地域で葉いもちの発生が

確認されたことと 6月 1日〜25日までの間に感染好適日が合計 31回と多かったことから

6月 30日に注意報を発令したが、葉いもち・穂いもち共に平年並みとなった。岡山県では、

7月 14日の時点で県内に葉いもちが広域に発生し、7月 27日〜28日の調査で発生圃場率

が 63.3%と平年の 2倍であったことから 7月 29日に葉いもちと穂いもちの注意報を発令

した。このため、穂いもちの発生は平年より多かった。愛媛県では、全県での葉いもちの

発生圃場率が平年の 1.6倍あり、7月 10日〜17日に感染好適日が、7月 23日〜30日に準

感染好適日が多く出現したため、8 月 6 日に葉いもちと穂いもちの注意報を発令した。こ

のため、穂いもちの発生は平年より多くなった。長崎県では、8 月前期の調査で葉いもち

の発生圃場率が 40%と平年の 2倍であったことから穂いもちの注意報を発令した。しかし、

その後高温が続いたため穂いもちの発生は平年よりやや少ない発生となった。 

 

 

「紋枯病」 

2020年の発生予察情報等によると、主に関東地域で発生が多くなったものの、全国を集

計した発生面積は 48.3万 haであり、平年より少ない発生となった。以下に今年の各地域

における発生状況を簡単にまとめた。 

北海道は平年並みの発生となった。東北地域で

は、山形でやや多い発生となり、その他の県では

平年並み〜やや少となった。関東・東山地域では、

早期水稲で群馬・千葉・埼玉が普通期水稲では栃

木・群馬がやや多い〜多い発生となり、その他の

地域では平年並み〜やや少ない発生となった。東

海地域では、早期水稲で静岡県が多く、普通期水

稲では愛知県がやや多く、その他の地域では平年

並みか少なかった。北陸地域では、石川県でやや

多かったもののその他の地域ではやや少なかっ

た。近畿地域では、京都・大阪・奈良で発生がや

や多くその他は平年並みかやや少なかった。中国

地域では平年並みであった。四国地域では高知県

で多く、その他は平年並みであった。九州地域で

は、長崎・熊本でやや多い以外は平年並みであっ

た。 

 

 

「縞葉枯病」 

全国で昨年よりやや少ない 7.4万 haの発生面積となっているが、北関東を中心に引き続

き警戒が必要な状況となっている。茨城県では、6 月 5 日にヒメトビウンカの適期防除を

うながす注意報が 6月 5日に発令された。県西および県南地域で採集したヒメトビウンカ

第一世代幼虫の R S V保毒虫率は依然 5％（3.7〜14.4%の範囲）を超える高い値であった。

その他、埼玉・静岡で多い発生となり、香川でやや多い発生となった。 

 

【紋枯病】 
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「稲こうじ病」 

全国で昨年とほぼ同程度の 9.1万 ha

の発生面積となったが、引き続き 10

万 ha 近い発生量となる年が多く出現

している。東北地域では青森でやや多

く、山形で多い発生となり、関東東山

では、栃木でやや多く、中国・四国地

域では、山口でやや多く、香川・高知

で多い発生となった。全国的には平年

並みからやや少ない発生の地域が多か

った。 

 

 

「ごま葉枯病」 

2020 年は発生面積が 15 万 ha と大幅に多くなり、近年の多発年次以上の多発生となっ

た。関東以北では福島県でやや多かった以外は平年並みからやや少ない発生が多かった。

北陸地域では、新潟・富山で多く、石川県でやや多い発生となり、東海地域では静岡県で

やや多い発生となった。中国・四国地域では岡山で多く、鳥取・山口・愛媛・高知でやや

多い発生となった。九州・沖縄地域では、鹿児島・沖縄が多く、長崎でやや多い発生であ

った。その他は平年並みの地域が多かった。現在まで減化学肥料栽培の普及や抵抗性の弱

い飼料用稲の栽培面積の増加によって発生が多くなっているのに加えて、近年は特に夏季

の高温が発生に影響していると考えられる。また、河川維持のための砂防ダム等の整備に

より水田のケイ酸含有量が減少していることも一因と考えられる。 

 

 

主要病害の防除対策 

近年、都道府県で多くの新品種が育成され、その中には、いもち病に対して抵抗性が強

いものが数多く普及に移され、殺菌剤を使用しなくても良いものが出てきている。一方、

コシヒカリを始めとする主要品種は栽培面積が減少傾向にあるものの基幹品種であること

に変わりないため、防除の基本は、長期残効性の予防粒剤を育苗箱に施用する技術である。

育苗箱施用剤を用いないでその年のいもち病の流行を発生予察情報等を参考に防除を行う

体系では、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に適宜散布を行う。

穂いもちの発生が懸念される場合のみ、出穂はじめと穂ぞろい期に茎葉散布剤を散布する。

水面施用剤を散布する場合は、出穂 20〜10 日前に 3〜5cm の深さに湛水してから散布す

る。曇雨天が続き多発が懸念される場合には、出穂期にも茎葉散布剤を追加的に散布する。

耕種的な対策としては、抵抗性品種を選択すること、イネの移植作業後に補植が終了した

ら残苗を圃場外に持ち出してきちんと処分すること、窒素肥料の多施用を避け、穂肥を控

えること、冷たい灌漑水の掛け流しを避けることを実施する。 

紋枯病に対する抵抗性品種は今まで報告されていないため、防除に関して現在は箱施用

剤の利用が中心となっている。本病の初発時期から 1ヶ月程度までは、薬剤の効果により

ある一定程度抑制することができるが、紋枯病が発生する期間は長く、薬剤の効果が切れ

てから多発する事例が近年増えている。この場合、本田で薬剤を散布することにより対応 

【稲こうじ病】 
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する。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。止葉まで進展し穂枯れが懸念される場合は穂ぞろい期に追加防除を行う。地方自治

体で設定している要防除水準は、穂ばらみ期に 20%を超えた場合となっている。しかし、

想定される被害額と薬剤散布の経費や労力を考えると、実際には 40〜50%以上の発病株率

でないと防除する意識が生産者に生じない。また、畦畔際の長短 2辺における発病株率を

調査するだけで当該圃場の発病株率を推定できるので、防除する際の参考にする。窒素の

多肥や品種の特性でイネが過繁茂になると株間湿度や株内の中心に近い茎での湿度が上昇

し、本病の水平・垂直進展が促進されるため、栽植密度を下げること、栽培体系で推奨さ

れる肥料の量を施用することを推奨する。 

縞葉枯病の防除対策は、イネの収穫後に圃場を耕起して再生イネを枯死させる、抵抗性

品種を選択する、ヒメトビウンカに防除効果のある育苗箱施薬剤を散布する、第一世代幼

虫を対象に茎葉散布剤を散布するなどが有効である。一部の薬剤で薬剤感受性が低下して

いるものがあるので I R A Cコードを確認して異なる系統の薬剤を散布する。 

稲こうじ病は、菌が土壌中に存在するので、土壌改良剤を土壌に混和することにより土

壌組成を改善して発病しにくい環境を構築する、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、あるいは出穂 21〜14日前に粒剤を散

布する等の対策を取る。粒剤については田植え直後の散布でも効果があり、これは厚壁胞

子から発芽した菌糸が根に侵入することを抑制しているためと考えられる。本病の防除適

期は短く、また幼穂が 1〜5cm に生育した時期でもある。このため、圃場で中庸に生育し

たイネの一番長い草丈の茎を選んで茎を向いて幼穂の生育を確認すれば適期を逃さない。 

ごま葉枯病は、土づくりが十分でなく微量成分や窒素肥料が少ない場合に発生するので、

マンガン含有資材や転炉スラグ系資材を毎年施用して発生の抑制に努める。薬剤としては、

いもち病や紋枯病などに効果がある薬剤を散布することで同時防除することもできる。 

 

 

水稲病害防除に関する情勢 

無人で圃場を耕起できるトラクターにより作業効率を向上させたり、ドローンにより病

害虫を発見してスポット防除を行い農薬の散布量を減少させる技術などは、一人の生産者

が大面積で圃場を管理して営農を行う上での基本技術となりうる。これら技術の社会実装

にはそれらの維持費や更新費用等を積算しても人件費より同等か安く、かつそれら作業が

効率的で精度が高いことが求められる。水稲病害においては、ディープラーニング（深層

学習）を利用した病害虫の診断や高精度な発生予測に基づく適期防除を支援する取り組み

が行われている。農研機構では、農業の担い手がデータを使って生産性の向上や経営改善

に取り組める環境を生み出すため、データ連携・共有・提供機能を有するデータプラット

フォームである農業データ連携基盤（通称W A G R I）を構築し運用している。この中で、

農耕地を対象とした 1km メッシュ農業気象データの日別値を提供するシステムを運用し

ており、9日間先までの予測値と、26日間先までの平年値を提供していて毎日予測値を更

新している。これを利用して散布適期の短いイネ稲こうじ病の防除を支援する電子メール

を自動配信により薬剤散布適期を知らせるサービスが提供されている。また、紋枯病では、

発生リスクと薬剤の散布の閾値を超過したことを電子メールで知らせるサービスも提供を

開始した。 

水稲の栽培面積が 50〜100ha以上の大規模な農業法人では、イネの移植期間が 1ヶ月以 



- 6 - 

 

上続くため、収穫時期の異なる複数品種の栽培や直播の導入による作期分散が普及してい

る。直播栽培は収量が少なくなるデメリットはあるものの、作業の簡便さから栽培面積が

増加傾向にある。これに対し、移植栽培については、育苗から移植までの作業を効率化す

るために高密度播種・少苗箱移植栽培技術や疎植技術が注目されている。しかし、育苗箱

施用剤は箱あたり 50gの施用量であることが多く、本技術に対応するためには圃場面積当

たりの散布量にするなど防除効果が担保される施用量の基準づくりが求められている。ま

た、肥料と同時に箱施用剤を側条施用する技術の開発と普及が進んでいる。この場合、伸

長する根の位置と薬剤の距離が重要であり、薬剤によって溶解度が異なるのでそれに合わ

せた施用深度を明らかにする必要があるなど、技術的な課題の解決が求められている。 

現在登録のある種子消毒剤のうち、ばか苗病に対して効果のある剤の薬剤耐性菌が出現

した。耐性菌の管理という点からすると、同じ剤を毎年連用することで、たとえ耐性菌リ

スクが低い剤であるとは言っても出現する可能性がある限り、数年で他剤と交替する等の

未然の対策が必要である。すでに薬剤耐性菌が出現して販売中止となっている QoI剤につ

いて、その販売実績や耐性菌の発生経過と、シミュレーションによる耐性菌の発生時期を

計算した結果、リスクの高い剤は数年で薬剤耐性菌が出現・蔓延することが示されている。

このため、種子の流通、J A の管轄範囲で販売する薬剤の系統の選択や継続利用年数等ま

で含めて総合的に管理することで、効果の高い薬剤を長期にわたって利用することが可能

となる。 

ただし、上記の薬剤耐性のばか苗病菌が出現したことで、結果的に利用できる水稲の種

子消毒剤が現在、実質 1剤しかないという危機的状況になった。このため早急な既登録と

異なる系統の新規の種子消毒剤の開発が望まれる。 

60℃10 分間の温湯処理により種子の内外に寄生している病原菌を殺菌する温湯種子消

毒の技術は、種子消毒剤の不使用による減農薬栽培において全国的に見ても基幹技術とな

っている。一方、ばか苗病、褐条病やもみ枯細菌病に対しての効果は十分でなく、温湯処

理することによってこれらの菌が生き残り、育苗期間中に増殖して多発生することがある。

これを防ぐために温湯消毒後に生物農薬などを処理することで高い防除効果が得られる。 

 


