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千葉農試研報（Bull. Chiba Agric. Exp. Stn. ) 20 : 71-78 (1979) 

野菜灰色かび病の薬剤耐性菌に関する研究

第 1報千葉県における発生と薬剤の効果

竹内妙子 ・長井雄治

I 緒 宅＝
Eコ

果菜類の灰色かび病は施設栽培における病害の中で最

も被害の大きいものの一つで，千葉県においても促成，

半促成栽培のトマト，キュウリ等では本病の被害により

著しい減収をしいられている。

本病の防除にはかなり以前からトリアジン剤が使用さ

れていたが，ジクロゾリン剤が出現すると，防除効果が

非常に高かったため，ひところは同剤に対する依存度が

極めて高くなった。ところが， 1972年，ジクロゾリン剤

の製造中止に伴って，ペノミル剤およびチオファネート

メチル剤がこれに替る主要な薬剤となるに至った。両剤

は使用当初はかなりすぐれた効果が認められたので急速

に普及したが， 1974年ころから各地で効力低下が認めら

れるようになり 2），その原因は薬剤耐性菌の出現による

ことが山本8）により高知県のナス， トマト，ピーマンで，

また，手塚ら 5）により福岡県のナスで明らかにされた。

本県においても， 1975年春に県内のトマト，キュウリ，

ナスなどに薬剤耐性菌が高率に発生していることが確認

され4），灰色かび病多発の原因の一端が明らかになった。

そこで，著者らは引続き県内の薬剤耐性菌の発生生態を

明らかにするとともにその原因究明を行い，併せて耐性

菌対策の一環として薬剤効果の検討を行ったので，ここ

にとりまとめて報告する。

II 材料および方法

1.供試菌

耐性菌の検定を行うための標本は主要産地のトマト，

キュウリを中心とし，ほかに若干のナス，イチゴなどを

加えた。いずれもできるだけ新鮮な病果または病葉を各

ハウスから 5～10点採集し，別々にポリ袋に入れて試験

に供した。標本からの菌の分離は切りとった病組織また

は胞子を素寒天培地上に置き， 20℃で2日間培養したの

ち生じた菌糸の先端を顕微鏡下で1本切りとることによ

り単菌糸分離を行った。

2.耐性菌の検定方法

検定は下記の3つの方法を適宜使い分けた。

(1）希釈平板法による分離菌の検定

病果または病葉から l病斑当り l菌株単菌糸分離し，

PSA培地上に20℃で2～3日間培養したのち菌糸の先

端を直径4mmのコルクポーラーで打ち抜き，ベノミルお

よびチオファネートメチルを各1.56,3.12, 6.25, 12.5, 

25, 50, 100, 200, 800ppm含有PSA培地に移植した。

これを20℃で2日間培養したのち菌糸伸長の有無により

耐性菌と感性菌の判定を行った。なお，一部の標本につ

いては薬剤濃度を 100および、500ppmに筒聞各化した。

(2）葉片法による検定

あらかじめベノミル剤（50%)2000倍液およびチオフ

ァネートメチル剤（70%)1500倍液に浸漬後風乾したソー

ラマメまたはササゲ、葉 (1区8～10葉）に前項（1)と同

様に準備した菌糸片を接種し， 15～18cmシャーレ内に2

～ 3日間静置したのち病斑直径を測定し，次式による病

斑進展抑制率により判定した。

d c d t 
病斑進展抑制率＝ーーァ一一× 100% 

日 C

ただし d c：無処理区病斑直径

d t：薬剤処理区病斑直径

(3）胞子の発芽状況による検定

胞子を形成している新鮮な病果または病葉を採集し，

前項 (1）に準じたチオファネートメチル含有培地上に胞

子を直接面末し， 20℃で24時間静置したのち顕微鏡下で

胞子の発芽状況および菌糸の伸長状況を観察した。正常

に発芽したのち菌糸カf伸長するものを耐性菌，発芽が異

常で菌糸伸長の認められないものを感性菌と判定した。

3.耐性菌に対する薬剤の効力検定

(1）葉片法による検定

ササゲ葉を所定濃度の薬液に浸漬し，風乾後に培養菌

糸片を接種し， 2～ 3日後に前記の病斑進展抑制率によ

り薬剤の予防効果を検討した。また，先にササゲ葉に培

養菌糸片を接種し 2日間保ったのちに病斑直径を測定し

さらに薬液に浸漬，風乾し，再び2日間おいたのちに病

斑直径を測定し，薬液浸漬後の病斑進展抑制効果により，
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1.千葉県における耐性菌の発生

1975年3～ 5月および1976年2～ 4月に県内のトマト，

キュウリ，ナス，イチゴなどの産地から 1地域3～10か

所において病果または病葉をサンプリングし，分離菌を

希釈平板法または葉片法で検定した結果は第1図のとお

りである。トマトは千葉県の最も重要なハウス栽培の野

菜で，県内各地に産地が分散しているが，全般的に灰色

かび病の発生が多く，どの地域からも高率に耐性菌が検

出された。キュウリの産地も県内各地に散在しているが，

トマトと同様，耐性菌発生率が75～100%のハウスが多

かった。ナスの場合は八日市場市では耐性菌と感性菌が

相半ばしたが，千葉市では耐性菌は確認されなかった。

一方，イチゴでは調査例は少ないが耐性菌は確認されて

いない。

次に， 1976年3～ 4月にべノミル剤またはチオファネ

ートメチル剤の使用状況と耐性菌の発生との関係を知る

ために，一宮町と富津市のトマトおよび千倉町と千葉市

のキュウリで，代表的な数か所のハウスを対象に調査を

行った。結果は第1表に示した。トマトでは灰色かび病

が多発しているハウスの病原菌はほとんど、すべて耐性菌

であったが，このようなハウスでは防除上の必要にせま

られて，ベノミル剤またはチオファネートメチル剤の使

用回数が多かった。しかし，少発生のハウスは他剤との

交互散布などにより，ベノミル剤やチオファネートメチ

ル剤の使用は少なく，耐性菌分離率も低かった。キュウ

リの場合もベノミル剤またはチオファネートメチル剤の

使用回数の多いハウスでは高率に耐性菌が検出されたが，

未使用のハウスでは耐性菌は確認できなかった。

2.ハウス内における耐性菌の分布

農試場内のビニールハウス（62m2 2棟，前年耐性菌

と感性菌の胞子を 1: 1の割合で懸濁液として噴霧接種。

ベノミル剤，チオファネートメチル剤は 1年間使用して

いない。）の半促成栽培のトマトの病果または病葉をハ

ウス内の各地点、から 1点、ず、つ採集し，病斑上に形成され

た胞子を 1病斑当り 100～ 150個，チオファネートメチ

ル含有培地上で直接検定し，ハウス内の耐性菌の分布を

調べた。結果は第2図のとおりであるが，東側のハウス

は感性菌がやや多かったのに対し，西側は耐性菌が多か

った。しかし，耐性菌と感性菌のハウス内における分布

には一定の傾向はみられなかった。また，大部分の病斑

からは耐性菌または感性菌のいず、れか一方が検出された

が，耐性菌と感性菌が同時に存在する場合も認められた。

第20号 (1979)
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千葉県におけるべノミルおよびチオファネート
メチル耐性灰色かび病菌の発生

1 Occurrence of strains of Botrytis 
cinerea resistant to benomyl and 
thiophanate-me thy I in some vegetables 
in Chiba prefecture (1975-1976) . 

第l図
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次式による治療効果を検討した。

(dc2-dc1）一（dh-dt,) 

(de 2 - de,) 

de，：無処理区病斑直径（第1回測定）

de2：無処理区病斑直径（第 2回測定）

dt l ：薬剤処理直前の病斑直径

dt.：薬剤処理後の病斑直径

1.干潟 トマト
Hikata tomato 

2.八日市場 ナス
Yokaichiba eggplant 

3.千葉 ナス
Chiba eggplant 

4.千葉 キュウリ
Chiba cucumber 

5.東金 イチゴ
Togane strawberry 

6.大網白里 キュウリ
Oam1shirasato cucumber 

治療効果

ただし

(2) 園場試験法

トマトおよびナスを対象に，灰色かび病の発生初期か

ら7日おきに4～5回，肩掛噴霧器で所定の薬剤希釈液

を散布し，発病果率を求めた。

その他の試験方法については結果の項に適宜記した。
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竹内・長井：野莱灰色かび病の薬剤耐性菌に関する研究（第 1報）

第1表 ベノミル剤およびチオファネートメチル剤の散布状況と薬剤耐性灰色かび病菌の発生

Table 1 . Occurrence of resistant strains of Botrytis cinerea in relation to the spraying of 

benomy 1 and thiophanate-methy I. 

f共試作物

Crops 

トマト
Tomato 

／，》

砂

,, 

ゐ

’， 

キュウリ
Cucumber 

。

。

イシ

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

× 

。
西
West 

× 

× 

× 

× 

× 

。
× 

× 

× 

作 型

Cropping season 

半促成

Spring to early Summer 

越 冬
Winter to Spring 

，， 

半 促成

Spring to early Summer 

今

’E》

タ’

／，》

今

。 × 

× .6. 

× 

ム 。
× × 

× × 。
ム × 

× × 

× 

× × 

× × 

ト1.3~入口 卜1.8~
m Entrance 町1

灰色かび病の発生

Occurrence 

of gray 

mold 

少
Few 

中
Medium 

多

Most 

。

少
Few 

多

Most 

中

Medium 
多

Most 

中
Medium 

。
.6. × 

。 。
。 。

。
× × 

× 

。 × 

。
。 ム

ム × 

入口 ト1.3 -j 
Entrance 町1

第2図 ハウス内にわける灰色かび病の耐性菌と感性菌の分布

ベノミル等の散布回数 耐性菌率
Frequency of 

Resistant 
benomy I spraying 

isolates 

1975 1976 （%） 

1-4 。 。
5-9 5 9 95 

10, more 10, more 100 

5-9 10, more 100 

5-9 1 4 14 

10, more 10, more 100 

5 9 5-9 100 

1 4 5-9 67 

。 。 。

。
。
× 

× 10.0m 。
× 0 感性菌

。 。 Sensitive only. 

。 × 耐性菌

Resistant only. 

ム感性菌と耐性菌が混発。 Both of S and R. 

東
East 

Fig . 2 Distribution of strains of Botrytis cinerea resistant or sensitive to benomyl in a vinyl 

house. 

このことをさらに確かめるために，耐性菌と感性菌が混

発していた病斑から20～30個の胞子を単胞子分離し，各

分離菌をチオファネートメチル含有培地で検定し，直接

検定との比較を行ったところ，分離菌の検定でも直接検

定と同様の傾向を示したことから l病斑中に耐性菌と感

性菌が同時に存在しうることは確かであろう。
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千葉県農業試験場研究報告第20号（1979)

第2表 ベノミル，チオファネートメチル耐性菌および感性菌に対する薬剤の効果
Table 2. Effect•) of some fungicides on the developement of both the strains of Botrytis cinerea 

resistant and sensitive to benomyl and thiophanate-methyl. 

供試薬剤j

Fungicides tested 

ノてノミ Yレ
Beno my I ( 50%) 
チオフアネートメチル
Thiophanate-mathy I (70%) 
スルフェン重量系
Dichlofluanid (50%) 
ポリオキシン
Polyoxin (10%) 

TPN (75%l 

アイフ。ロテ9オン
lprodione ( 50%) 
アイプロデオン
lprodione ( 50%) 
フ。ロシミドン
Procymidone ( 50%) 
プロシミドン
Procymidone ( 50%) 

希釈倍数

Dilution 

1 

2000 

1500 

600 

500 

600 

1000 

2000 

1000 

2000 

予 防効果
Preventive value 

耐性菌 感性菌
Against R. Against S. 

T 1 E-2 E 4 E-5 

3.5 2.1 70.9 80.3 

。 。 80.7 86.9 

28.5 59.4 51.2 28.5 

79.5 41.3 61.8 63.9 

9.7 2.4 50.0 15.0 

98.3 99.3 99.6 97.7 

100 100 100 97.3 

99.4 100 96.8 96.4 

a ）葉片法による病斑進展抑制率， Controlvalue by the excised leaf test. 

治療効果
Curative value 

耐 性 菌 感 性 菌
Against R. Against S. 

T-1 E 4 E-5 

18.9 75.0 84.6 

。 72.0 82.4 

15.7 。 0.4 

55.1 76.7 78.3 

。 。 。
74.0 81.4 80.5 

74.4 71.5 88.4 

74.0 76.2 88.5 

72.0 80.2 81.3 

第3表 耐性菌，感性菌混発ハウスにおける数種薬剤のナス灰色かび病に対する防除効果
Table 3. Effect of some fungicides on gray mold of eggplant in the greenhouse contaminated with 

both the strains of the pathogen resistant and sensitive to benomyl. 

発病果率 上物果数
供試薬剤 希釈倍数

Fruits infected (%) 
Total no of superior 
fruits cropped 

Fungicides tested Dilution 
4月7日 4月15日 3月12日－ 4月30日

1 Apr. 7 Apr. 15 Mar. 12-Apr. 30 

ベノミル
2000 

Benomyl (50%) 
16.3 17.5 261 

チオファネートメチル 1500 12.2 12.7 327 
Tiophanate-methyl (70%) 

TPN (75%) 600 43.9 38.3 248 

アイフ。ロテ3オン
1000 

lprodione (50%) 
7.3 7.3 308 

フ。ロシミドン
1000 6.9 3.7 284 

Procymidone (50%) 

無処理 47.4 56.0 216 
Check 

3.耐性菌に対する薬剤の効果 ササゲ葉を用いた葉片法による耐性菌と感性菌に対す

県内各地に耐性菌が発生していることが明らかになっ る予防効果と治療効果は第2表に示したとおりである。

たので，早急にその対策を確立する必要に迫られた。そ ベノミル剤およびチオファネートメチル剤は感性菌に対

こで，まずベノミル剤やチオファネートメチル剤に代わ しては，いずれも予防効果のみならず治療効果もすぐれ

る有効な薬剤を選定するために，開発中の新しい薬剤を ていたことは従来の結果と同様で、あった。しかし，耐性

含め，従来から使用されている薬剤の効果検定を行った。 菌に対しでは標準j農度では全く効果が認められず，圃場

(1）葉片法による検定 での効力低下を十分に裏付けていたO スルフェン酸系剤
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竹内・長井：野菜灰色かぴ病の薬剤耐性菌に関する研究（第 1報）

第4表 耐性菌発生園場におけるトマト灰色かび病に対する薬剤防除効果
Table 4. Effect of some fungicides on gray mold of tomato in the greenhouse contaminated with 

benomyl resistant strains of the pathogen. 

f共試薬剤 希釈倍数

Fungicides tested Dilution 

1 

ベノミル
2000 

Benomyl (50%) 
スルフェン酸系

600 
Dichlofluanid (50%) 

TPN (75%) 600 

TNH-764 (TM20%, Captan 55%) 600 

アイプロデオン 1500 
lprodione (50%) 
フ。ロシミドン

2000 
Procymidone ( 50%) 

無処理
Check 

は耐性菌と感性菌のいずれに対しでも，十分とはいえな

いがかなりの予防効果が認められた。しかし，実験問の

フレが大きく，効果のはっきりしない場合もあった。た

だし，本剤は治療効果は全く認められなかった。ポリオ

キシン剤は耐性菌，感性菌のいずれに対しでも予防効果，

治療効果ともにかなりすぐれていた。 Tp N剤（Tetra-

chloroisophthalonitrile ）は耐性菌，感性菌のいずれに

対しでも効果が不十分であった。開発中の新しい薬剤，

アイプロデオン剤〔l isopropyl carbamoy 1 3一

( 3, 5 dichlorophenyl ) hydantoin 〕およびプロシミ

ドン剤〔N ( 3 ', 5」 dichlorophenyl) -1, 2 

dime thy lcyclo propaneー1, 2 -dicarboximide〕は予

防効果，治療効果ともひじようにすぐれていた。

次に，圃場試験の結果は以下のとおりである。まず，

越冬栽培のナス（品種改良早良，定植 10月14日）で

は耐性菌と感性菌が混発（耐性菌42%）していたが， 3

月中旬から 7日おきに 5回薬剤散布したところ，アイプ

ロデオン剤とプロシミドン剤は著効を示した。この試験

ではベノミル剤とチオファネートメチル剤も十分で、はな

いが，一応の効果が認められた（第3表）。

また，トマト（品種大型瑞光，定植 12月20日）で

は，耐性菌率90%以上のハウスで， 3月29日から 7日お

きに4回薬剤散布したところ，やはりアイプロデオン剤

とプロシミドン剤が著効を示したほか，スルフェン酸系

剤もすぐれた効果が認められた。しかし，耐性菌優勢下

のため，予想されたとおり，ベノミル剤， TN Hー764

（チオファネートメチル20%，キャプタン55%）などは

発病果率
Fruits infected (%) 

4月13日 4月23日 累 計

Apr. 13 Apr. 23 total 

0.6 1.6 2.2 

。 0.7 0.7 

1.3 1.5 2.8 

1.3 2.7 4.0 

0.3 。 0.3 

0.3 。 0.3 

1.4 3.4 4.8 

効果不十分であった（第4表）。

さらに，別のトマト（品種大型瑞光，定植 1月15

日）のハウス（耐性菌と感性菌が混発）では 5月11日か

ら6日おきに4回薬剤散布を行ったところ，プロシミド

ン剤，プロシミドンFDはすぐれた効果が認められたが，

チオファネートメチル剤もかなりの効果が認；められた。

これらの試験から，耐性菌が高密度化している場合に

はべノミル剤およびチオファネートメチル剤は無効であ

るが，耐性菌の密度がそれほど高くない場合には，ある

程度の効力低下は避けられないにしても，一応の効果は

言忍められるとみられる。

N 考察

殺虫剤に対する抵抗性害虫の出現はすでに1950年頃か

ら問題とされていたが，殺菌剤に対する耐性菌が実際問

題となってきたのは比較的最近で，世界的にみても1970

年頃からである7）。 BOLLEN！）らは1971年にシクラメン灰

色かび病のペノミル耐性菌の出現について報告している。

我が国においては1975年以後に，高知県，九州各地など

で，施設栽培における野菜灰色かび病のベノミル，チオ

ファネートメチル耐性菌の出現が報告されている5,6,8）。

千葉県でも1974年頃から施設栽培の灰色かび病に対する

べノミル剤，チオファネートメチル剤の効力の低下がめ

だちはじめたが，県内主要産地のトマト，キュウリ，ナ

スなどについて検定を行ったところ，予想どおり詞薬剤

に対する耐性菌が出現しており，施設栽培のさかんな地
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第5表耐性菌，感性菌混発ハウスにおける数種薬剤のトマト灰色かび病に対する防除効果

Table 5. Effect of some fungicides on gray mold of tomato in the greenhouse contaminated with 

both the strains of the pathogen resistant and sensitive to benomyl. 

希釈倍数
発病果率

f共試 薬剤
Fruits infected (%) 

Dilution Fungicides tested 
5月11日a） 5月23日 6月4日 累計b)

1 
May 11 May 23 June 4 Total 

チオファネートメチル
1500 0.8 0.3 1.4 1. 7 

Thiophana te-methy I (70%) 
スルフエン酸系

400 1.1 1.3 2.1 3.4 
Dichlofluanid (50%) 
プロシミドン

2000 0.5 1.2 。 1.2 
Procymidone (50%) 
プロシミドンFDel 

0.2 0.8 1.3 2.1 
Procymidone FD (25%) 

無処理
1.1 2.4 3.8 6.2 

Check 

注， a）散布直前， Dateof survey before spraying fungicides. 
b) 5月23日， 6月4日の累計， Sum of the infection rate of May 23 and June 4 . 
c ）フローダスト剤を散粉， Flowdust type fungicide dusted. 

域においては，ペノミル剤およびチオファネートメチル

剤の多投下が耐性菌による効力低下をまねいているもの

と思われた。

耐性菌と感性菌の混発ハウスにおいては耐性菌と感性

菌は不規則に分布しており，一定の傾向を示さなかった

が，これは灰色かび病菌の分生胞子が極めて飛散しやす

いためと思われる。また， 1病斑中に耐性菌と感性菌が

混発している場合も認められたが， 1病斑が必ずしも 1

個の胞子から形成されるとは限らないことから当然と思

われる。

耐性菌の簡易検定法として，胞子を直接検定する方法

とともに病組織を直接薬剤含有培地上に置いて検定する

方法が用いられているが，これらの両検定法で得られる

結果はときに異なることがある点に注意しなければなら

ない。すなわち，病組織中に耐性菌と感性菌が混在して

いる場合，病札織を直接検定すると感性菌は検出できな

いので耐性菌と判断されてしまう。このような場合にも

胞子を直接薬剤含有培地に塗沫し顕鏡する方法をとれば，

耐性菌と感性菌を数量的に区別することができるので，

両者の比率を知る必要がある場合にはこの方法は適切と

いえよう。ただし，耐性菌の発生を見落さず＼かっ簡単

に検定しようとする場合には病組織を直接検定する方法

も有用と考えられる。

ベノミルおよびチオファネートメチル耐性菌に対する

有効薬剤に関しては多数の試験成績があるが，山本8),

手塚ら 5,6）はアイプロデオン剤，プロシミドン剤， スル

フェン酸系剤，ポリオキシン剤， トリアジン剤などをあ
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げている。著者らの試験でもアイプロデオン剤，プロシ

ミドン剤は極めてすぐれた防除効果が認められたが，未

登録のためすぐには使えない。従って，当面の対策とし

てはスルフェン酸系剤，ポリオキシン剤， トリアジン剤，

場合によってはTp N剤を有効に利用することが考えら

れる。しかし，スルフェン酸系剤やトリアジン剤は治療

効果がほとんど認められず，また，桜井3）によればTp 

N耐性の灰色かび病菌はすでに存在し，ポリオキシンに

対する耐性菌の出現の徴候もみられるというので，この

ような点に留意して使用時期や散布団数を決定する必要

があろう。いずれにしても，これらの薬剤は薬効そのも

のが必ずしも十分で、はないので，混用など効果を高める

工夫も大切であるが，ハウス内の換気やポリマルチによ

る湿度の低下促進と病葉，病果の早期摘除によるハウス

内の衛生措置など環境改善の面から発生を未然に防ぐよ

う努めることも重要で、ある。

耐性菌はすでに広く分布しているので，その対策はゆ

るがせにできないが，耐性菌の発生推移を見定めること

は今後の対策を決定するうえで極めて重要である。この

点については，なお十分の検討が必要であろう。

V 摘 要

1 . 1975，’76年に千葉県各地の施設栽培のトマト，キ

ュウリ，ナスなどにベノミルおよびチオファネートメ

チルに耐性を示す灰色かび病菌が高率に確認された。

2.耐性菌の発生はベノミル剤およびチオファネートメ
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Studies on Strains of Botrytis cinerea Resistant to 

Benomyl and Thiopha『late-methylin Some Vegetables 

I. Occurrence of benomyl resistant strains in Chiba prefecture 

and effect of some fungicides on them 

Taeko TAKEUCHI and Yuji NAGAI 

Summary 

百iegray mold fungi, Bot.ηtis cinerea, resistant to benomyl and thiophanate-methyl have been 

observed predominantly on tomatoes, cucumbers, eggplants and other vegetables in greenhouses in many 

areas of Chiba prefecture since 197 5. 

百ieauthors have carried out some detailed inspections on也eoccurrence of the strains of Bot，ηtis 

cinerea resistant to the above fungicides and some experiments on fungicidal effects in order to make 

clear the origin of the occurrence of the resistant strains and to find improved methods for the control 

of the disease caused by the resistant fungi. The results obtained were as follows. 

The more repetition of spraying benomyl or thiophanate-methyl fungicide, the higher percentage of 

the resistant strains of the fungi occurred on tomatoes or cucumbers in a greenhouse. In the greenhouse 

where both the strains resistant and sensitive were existing, each of them occurred irregularly in places. 

A lesion of gray mold was generally formed of either of the strains, but sometimes both of the 

strains were observed on a lesion. 

As for fungicidal experiments by the excised leaf method, both of iprodione and procymidone 

fungicides were excellent in curative effect as well as preventive. The polyoxin fungicide was almost 
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excellent in not only preventive but also curative effects, and dichlofluanid fungicide was excellent in 

preventive effect only, but TPN was inferior to above fungicides in both the effects. 

In the field tests under greenhouses, bo血 ofiprodione and procymidone fungicides were most 

effective and dichlofluanid fungicide was also effective on the control of gray mold of tomato or 

eggplant caused by也epathogene including highly the resistant strains. On the other hand, both 

benomyl and thiophanate-methyl fungicides were effective only加 thecase of lower percentage of 

resistant strains, but not in the case of higher percentage of the strains. 

。。円，，
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