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大気中の温室効果ガス濃度上昇に伴う地球規模の気候温暖化は、牧草・飼料作物の病害

発生にも大きな影響を及ぼし、これまで報告の無かった病害などが牧草・飼料作物に多発

している。例えば飼料イネではこれまで中国南部やベトナムで発生していた南方黒すじ萎

縮病が 2011 年に日本で初めて発見され(14)、比較的高温で発生するエンバクひょう紋病

が新病害として報告され(26)、また新病害ではないものの、ソルガム炭疽病およびひょう

紋病、オーチャードグラスなどグラス類の葉腐病など南方系の病害が多発している。これ

らが温暖化の影響によるものと断定はできないが、最近の気候温暖化により、各種病害の

発生量が増加していると推定される。ここでは気温上昇等の気候変動により多発し、飼料

作物に大きな影響を与える重要病害について、その発生状況と現段階での対策法を紹介す

る。

１．トウモロコシ根腐病

(1) 発生状況

トウモロコシの根腐病は、1980 年代に関東地方で茎腐

症として初めて報告されたが(16)、根腐れを起こすことか

ら後に根腐病と命名された(2)。病徴は初め根が褐変し、

根量が大幅に減少して、黄熟期を過ぎると植物体全体が一

気に黄色く枯れ上がる(23)。また、植物体の水分吸収が困

難になるため、雌穂が垂れ下がるのが特徴の一つで（図 1）、

稈内部に綿毛のように菌糸が広がって空洞化し、茎が軟化

するため機械刈りがうまく行かなくなり、被害がさらに拡

大する。本病の発生は収穫物の栄養価にも影響し、発病程

度の高かった品種では乾物収量および茎葉部の粗蛋白質が

減少する（5）。発病程度が進んだ植物体は容易に土中か

ら引き抜ける。本病の発生には降雨および気温が係わって

いるが(9)、経験的に 8 ～ 10 月の高温時、特に台風など降

雨の直後に突然枯れ上がるとされる。本病の発生は現在で

は北海道から九州までほぼ全国に及び、2011 年にはこれ

まで報告の無かった北海道十勝地方で大発生し、大きな被害をもたらすなど、飼料用トウ

図１．自然病徴と病原菌

黄化し垂れ下がった雌穂と

ピシウム菌の卵胞子（右下）
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モロコシの最重要病害の一つになりつつある。しかし、欧米など海外ではこの病害の顕著

な発生事例はなく、本病が温暖多湿というわが国特有の環境下で多発することを示唆して

いる。

(2) 病原菌

病原菌は卵菌類のピシウム・グラミニコラ菌で、卵胞子が発芽して形成された遊走子が

土壌中の自由水中を泳いで根にとりつき、まん延する。卵胞子は厚い細胞壁に覆われた耐

久器官であり（図 1）、土中で長い期間を生存するため、多発地でトウモロコシを連作す

れば容易に再発する。また、本菌は様々なイネ科作物および雑草に寄生し、これらが伝染

源となっている。1980 年代には福島以南が発生の中心で、病原菌はすべてピシウム・グ

ラミニコラ菌であった(18, 19)。しかし、最近になって北日本でも頻繁に根腐病が報告さ

れるようになったことから、発病様相が温暖化により変化している可能性があったため、

各地で病原菌を採集し、再同定を行ったところ、ピシウム・アレノマネス菌が過半数を占

めていた(27)。特に 2011 年に大発生した十勝地方を含む北日本ではアレノマネス菌が多

数を占めた。この菌はわが国では元々サトウキビの根腐病菌として知られていたが、グラ

ミニコラに比べて培地上での生育が早く、トウモロコシ幼苗に対する病原性もより強く、

各地で激しい根腐病を引き起こしているものと推定した。生育適温は 30 ℃とグラミニコ

ラの 35 ℃より若干低かったが、これは現在でも九州など西南暖地では依然としてグラミ

ニコラが優占していることと一致しているものと考えられる。

(3) 防除対策

本病は黄熟期を過ぎた時点で一気に発病が増加し、飼料

用トウモロコシの黄熟期収穫が一般的になったことから増

加した病害であるため、黄熟期に達した段階で遅れないよ

うに刈り取ることにより、被害を軽減できる。病原がピシ

ウム菌であり、胞子が水中を泳いでまん延するため、圃場

の排水改善も重要である。また、関東地方では 8 月中旬か

ら 9 月中旬にかけて黄熟期となると発病が増加するため、

早生・中生品種では 5 月中旬以前に、晩生品種では 4 月下

旬以前に播種すれば発病をある程度回避できる(9)。生牛

糞など未熟堆肥を多用する(2 ～ 4t ／ a)と多発する傾向が

あるため、完熟堆肥を施用することも重要である(9)。ま

た、本病に対してはトウモロコシ品種間で明らかな抵抗性差異があることが知られており、

菌を培養した爪楊枝の穿刺による抵抗性検定法とこの方法による市販品種の抵抗性判定は

すでに 1980 年代に報告されている（9, 17, 20）。上記の成果に加え、アレノマネス菌とい

う病原性の強い病原菌種を特定できたため、この菌を使った爪楊枝穿刺法により安定した

図２．爪楊枝穿刺法によるトウ

モロコシ地際部の茎腐病徴
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発病が得られるようになり（図 2）、この方法による茎腐程度によるトウモロコシ品種・

系統の抵抗性検定を進めている(6)。現段階でも根腐病抵抗性として販売されている品種

は概ね効果があり、多発圃場では完熟堆肥の施用と抵抗性品種の早播きを行うことが重要

である。

２．ライグラスいもち病

(1) 発生状況

いもち病はイネと同様に紡錘形から楕円形、

内部灰白色、周縁部褐色、長さ 2-5mm、幅 1-3mm

程度の病斑を葉身および葉鞘に形成する（図

3）。条件が揃えば穂首や枝梗・種子にも発生

する。ライグラスいもち病はイタリアンライ

グラスの他、主に放牧草地やゴルフ場等で芝

草として利用されるペレニアルライグラスで

も発生するが、その他にもグラス類としては、

エンバク、オオムギ、トウモロコシ、ベント

グラス、スイートバーナルグラス、ブロムグ

ラス、ラブグラス、センチピードグラス、フェスク、ベルベットグラス、パニカム、キク

ユグラス、リードカナリーグラス、チモシー、セントオーガスチングラス、メヒシバ類な

どに発生する(10)。

イタリアンライグラスの作付体系では、播種直後の 9 ～ 10 月を中心に葉いもちが激し

く発生し、特に九州、中国地方など西南暖地では 9 月上中旬に早播きして年内草を刈り取

ろうとすると、出芽直後の苗が立枯れて、完全な株枯れとなる。幼植物で発生する場合で

も、地際部が黒褐色になり立ち枯れに至る(21)。このため現在九州等では早播きがほとん

どできない状況にある。株絶えとならなければ、西南暖地では 10 月中旬以降、気温の低

下とともに発生は一旦終息するが、越冬後は 6 月下旬頃から再度発生し、2 番草以降で被

害をもたらす。

本病の発生は、気温との相関が高く、気温が上昇するほど増加する傾向がある。これは

病原菌の 1 病斑当たりの胞子形成数が 28 ℃で最大となるためで(24)、山口県の試験でも

平均気温が 20 ℃以下になる時期まで発病が増加することが報告されている(11)。

(2) 病原菌

病原菌はピリキュラリア・オリゼ菌で、イネ科栽培植物寄生菌群に類別され、メヒシバ

いもち病菌とは別種である(25)。病斑上に大量の胞子を形成し、これが風雨で空気中を飛

散し、まん延する。イタリアンライグラスいもち病の自然条件下での発生は 1970 年静岡

県で初めて報告されたが(7)、これはいもち病が激しく発病した水田イネに隣接するイタ

図３．イタリアンライグラスの葉いもち病徴
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リアンライグラスのもので、病原としてイネいもち病菌が分離された。しかし、1977 年

宮崎で、水田から離れた畑作地帯のイタリアンライグラスに発生し、病原菌もイネには全

く病原性を示さなかった(13)。このためライグラスにはイネいもち病菌とライグラスに強

い病原性を示す菌系統が発生していると考えられている。接種試験ではイタリアンライグ

ラス、オーチャードグラス、ライ

ムギおよびオオムギからの菌が相

互の宿主植物に感染して、ほぼ同

様の宿主範囲を示したことから、

これらは同一の菌系であると考え

られる。山口県ではイタリアンラ

イグラスの他にシコクビエ、オヒ

シバおよびアキノエノコログサに

寄生性を示すタイプが約 6 割を占

めると報告された( 11)。 2008 ～

2010 年に新たにイタリアンライグ

ラスいもち病菌を採集したところ、

すべてイタリアンライグラスにの

み強い病原性を示したことから、

現在主に発生しているのはイネ菌

系ではなく、ライグラス菌系であ

ると推定した(25)。また、1970 年

代には本病の発生は宮崎、高知、

岐阜、静岡および栃木県に限られ

ていたが(12)、新たに石川県かほく市、富山県富山市、新潟県三条市および宮城県古川市

などこれまでライグラスいもち病の発生報告がなかった地域からも本菌が採集され、現在

は温暖化により発生地域が北上してきた可能性がある。これらの地域が現在の分布北限と

推定されるが、この北限は 9 月の日平均気温 22 ℃境界線とほぼ一致し（図 4）、地球温暖

化により 60 年後 3 ℃の気温上昇があれば（IPCC A2 シナリオ）、本病の発生域はほぼ本州

全土に達すると予測される(24)。

(3) 防除対策

飼料作物ではいもち病に対する防除薬剤は登録されていないため、防除対策としては耕

種的防除が主体となる。特に発生の多い西南暖地では 9 月下旬以前に播くと激しく発病す

るため、10 月以降の播種が望ましい。関東地方でも最近 9 月中旬播種では激しく発病す

ることがあるため、その場合は播種期を遅らせるなど注意が必要である。年内収穫を目標

とするなら、抵抗性品種の利用が不可欠であるが、現在市販品種では山口県育成の「さち

図４．わが国でのライグラスいもち病分布および気象変動

による分布変動予測

▲：2009 年 9 月の日平均気温が 22 ℃を超える日が 1-4 日

で将来の発生リスクがある地点

★：2008-10 年の新たな発生確認地点

○：過去に発生報告がある地点
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あおば」のみが抵抗性品種として利用できる。本品種は極早生で、西南暖地を中心とした

西日本全域を栽培適地とし、年内と春の多収性とともに、いもち病と冠さび病の両重要病

害に対する複合抵抗性を有する極早生品種である(1, 8)。また、いもち病罹病程度が高い

ほど、年内草、春１番草、年合計収量のいずれについても乾物収量が減少することが報告

されており、いもち病罹病程度が収量性に大

きく影響している(11)。

「さちあおば」以外にもいもち病抵抗性品

種の育成が進んでおり、山口県では実験的な

系統「山育 180 号」（2 倍体）及び「山育 181

号」（4 倍体）を育成した(11)。両系統ともい

もち病に強い抵抗性を示し、高い割合で無病

徴個体が認められる。これら無病徴個体では、

菌の侵入部位にパピラ（細胞内肥厚）形成が

確認されており (22)、侵入阻止など真性抵抗

性を持っている可能性がある。この他にも複

数のいもち病抵抗性系統が育成されており、

各地で抵抗性を示すことが確認されている(4,

15)。

抵抗性品種の育成には時間がかかるため、

即効性のある方法として、殺菌剤の種子粉衣

によるいもち病防除を検討した。いもち病に

対して防除効果があるプロベナゾール、ベノ

ミルおよびオリサストロビンの 3 殺菌剤を粉末化し、種子粉衣剤とともに種子に塗抹する

ことにより、イタリアンライグラスの薬剤粉衣種子を作成した(24)。これを圃場で播種・

栽培すると、無処理区に比べて播種後約 1 ヶ月の幼植物での発病が抑制された（図 5）。

特にオリサストロビン剤は本病に卓効を示し、9 月上旬播種の早播条件下および罹病性品

種（ミナミアオバ）でも 10 月中旬の発病を大幅に抑制した(3, 24)。本剤を種子重量比 1-1.5%

で粉衣し、8 月下旬および 9 月上旬播種、12 月上中旬刈り取りの場合、収穫物での農薬残

留は認められず、本剤は種子粉衣薬剤として有望である。しかし、本試験で使用した殺菌

剤はいずれも牧草用ライグラス類に未登録であり、現段階では現場での使用はできない点

に注意が必要である。

３．終わりに

この他にも気温上昇だけでなく降雨量の増加などの気候変動により、牧草・飼料作物病

害の発生様相に、発生する病害の種類や発生量の増大などの変化が認められており、注意

が必要である。さらに、海外ではトウモロコシやソルガムのべと病など大きな被害をもた

図５．薬剤種子粉衣によるいもち病の自然

発病の抑制

縦軸：発病度（0:無発病、1:下位葉、2: 中位葉、3:

上位葉に病斑形成、4:全体に病斑多数、5:枯死。

2008 年 9 月 3 日播種、10 月 17 日調査
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らす南方系病害が発生しており、これらが気候変動によって発生分布を拡大し、わが国に

侵入する可能性もあり、十分な注意が必要である。
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