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ニガウリうどんこ病の薬剤防除

尾松直志*1 ・新屋敷生男 *2

要約

2004年から 2007年にニガウリに使用できる 8薬剤を供試して，ニガウリうどんこ病に対する防除

効果と薬害の有無を検討した.使用頻度の高いキノキサリン系水和剤の防除効果は高かったが，ア

ゾキシストロビン水和剤とクレソキシムメチル水和剤の防除効果は低く，ストロピルリン系薬剤の

感受性低下が確認された.一方，ニガウリに使用されない水和硫黄剤と炭酸水素ナトリウム・銅水

和剤は安定した高い防除効果が認められ，両剤を用いた体系的な防除はさらに効果が高かった.炭

酸水素ナトリウム水溶剤の防除効果は高いものの，散布後に葉に激しい壊死を伴う薬害が発生した.

キーワード:うどんこ病，ストロピJレリン系薬剤耐性，ニガウリ，防除効果，薬害

緒冨

ニガウリ (Momordica charani tia L.)はツルレイシや

ゴーヤーとも呼ばれ，苦みのある独特な食感のウリ科の

作物である.一般的には露地の夏野菜として栽培されて

いるが，近年，施設化が図られ，作型も多様化して周年

栽培されるようになった.ニガウリの病害としては，渡

嘉敷ら 4) によると，うどんこ病，べと病，疫病などが発

生し，そのなかでも，うどんこ病の発生が最も多いとさ

れている.うどんこ病は幼苗期からみられ，多発すると

葉が枯死し，収量および品質に大きな影響を与えること

から，必ず防除を必要とする病害である.しかし，防除

したにもかかわらず， うどんこ病が多発するほ場が散見

されるようになった.この要因として，登録薬剤が少な

いことによる防除の不徹底が考えられる. 2007年 4月現

在，ニガウリうどんと病(病原菌 :Oidium sp.)に対する

登録薬剤はアゾキシストロビン水和剤，キノキサリン系

水和剤，クレソキシムメチル水和剤， トリフノレミゾール

水和剤， TPN水和剤およびDBEDC乳剤の 6剤のみで，これ

ら薬剤だけでは使用時期や使用回数の制限などもあっ

て，栽培期聞を通した十分な防除ができない状況にある.

そこで，野菜類うどんこ病登録薬剤とニガウリうどんこ

病登録薬剤のニガウリにおける防除効果と薬害について

調査するとともに，有効薬剤による体系防除について検

討した.

(連絡先)生産環境部

* 1 現茶業部

*2 現鹿児島地域振興局農林水産部日置支所

試験材料および方法

1 うどんこ病に対する各種薬剤の防除効果

ニガウリうどんこ病に登録のあるアゾキシストロビン

水和剤，クレソキシムメチノレ水和斉1]，キノキサリン系水

和剤， トリプノレミゾーノレ水和剤およびTPN水和剤と野

菜類うどんこ病に登録のある炭酸水素ナトリウム水溶

剤，炭酸水素ナトリウム・銅水和剤および水和硫黄剤の

8剤について，ニガウリうどんこ病に対する防除効果を

検討した.

ハウス抑制栽培(品種:‘吉田系¥定植:2004年 9

月28日，温度管理:15
0C)のニガウリを用い，自然発生

条件下で，アゾキシストロビン水和剤 (2，000倍)と炭

酸水素ナトリウム水溶剤 (800倍)を一週間間隔で 3

回 (11月29日， 12月 6日， 12月13日)散布し，その防除

効果を調査した.また，ハウス半促成栽培(品種:‘え

らぶに定植:2006年 5月10日，無加温)のニガウリを

用い，アゾキシストロビン水和剤 (2，000倍)，クレソ

キシムメチル水和剤 (3，000倍)， TPN水和剤(1， 000倍)， 

キノキサリン系水和剤 (2，000倍)および水和硫黄剤

(500倍)を一週間間隔で 3回 (6月19a， 6月26日，

7月 3日)散布し，その防除効果を調査した.なお，本

調査では，鹿児島市(旧郡山町)の現地ほ場から発病葉

を採集し，発病葉を株元に置き，下葉に発病を確認して

から試験を開始した.さらに，ハウス抑制栽培(品種:

‘えらぶ¥定植:2006年 9月29日，温度管理:15
0C) 

のニガウリを用い，自然発生条件下で， トリアルミゾー

ル水和剤 (3，000倍)と炭酸水素ナトリウム・銅水和剤

(1， 000倍)を一週間間隔で 3回(11月17日， 11月24日，

12月 1a)散布し，その防除効果を調査した.いずれ

の試験も 3反復の試験区を設け， 300L/10 aを背負式
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動力噴霧器を用いて散布した.なお，展着剤は加用しな

かった.調査は散布前，最終散布 7日後および14日後に

各区10校について，下記の基準にあわせ，各枝10葉ずつ

発病程度別に調査した.薬害および果実の汚れについて

は，薬剤散布時期および調査時に達観により調査した.

発病度=L {(指数×程度別発病葉数) / (4 X調査葉

数)} X 100 

発病程度調査基準

o 発病なし

1 病斑が 1~3 個

2 病斑面積が25%以下

3 病斑面積が26%以上50%以下

4 病斑面積が51%以上

2 有望薬剤による体系防除

ハウス抑制栽培(品積:‘えらぶ¥定植:2005年10

月 5日，温度管理:15
0C)のニガウリを用い，ニガウリ

うどんこ病に有効と考えられた炭酸水素ナトリウム・銅

水和剤(1， 000倍)または水和硫黄剤 (500倍)と TPN水

和剤(1， 000倍)を交Eに散布し，再発時に炭酸水素ナ

トリウム・銅水和剤(1， 000倍)または水和硫黄剤

(500倍)を散布する体系の防除効果を検討した.また，

ハウス普通栽培(品種:‘えらぶ¥定植:2006年 5月

10日，無加温)のニガウリを用い，炭酸水素ナトリウム

・銅水和剤(1， 000倍)と水和硫黄剤 (500倍)の約 1週

間間隔の交互散布による体系の防除効果を検討した.な

お，いずれも初期のうどんこ病とべと病の予防散布とし

て活着直後にTPN水和剤 (1，000倍)を散布した.調査方

法などは前述の各種薬剤の防除効果試験に準じた.

3 野菜類うどんと病登録剤の薬害調査

2004年の防除効果試験で，炭酸水素ナトリウム水溶剤

の散布後に薬害が認められた.また，ニガウリにおける

野菜類登録薬剤の使用例は少なく，薬害に関する知見が

不足している.そこで，表 4に示すような農薬登録上ニ

ガウリに使用できる (2005年 5月)，主要な野菜類登録

薬剤 4剤にニガウリ登録剤 4剤を含めた計 8剤の薬剤散

布後の薬害発生の有無を調査した.調査は12cmポットで

育苗した‘久留米百成 2号'および‘えらぶ'の 2品種

を用いた. 3~5 葉に生育した時期 (2005年 5 月 2 日)

に常用濃度に調整した薬剤をハンドスプレーで株全体に

むらなく散布し，ハウス内で管理した.なお，防除効果

試験で薬害の発生がみられた炭酸水素ナトリウム水溶剤

については， 1，000倍， 2，000倍および3，000倍の 3濃度

について， ‘えらぶ'iJ冶交 5号‘チャンピオン'お

よび‘久留米百成 2号'の 4品種を用い調査した.さら

に，キュウリドエンデパー¥‘アルファ節成¥‘アン

コーノレ， ) ，メロンドアールスセイヌ雅¥‘ア}ルスセ

イヌ雅早春晩秋系¥‘アーノレスセイヌ盛夏系¥‘ベネ

チア秋冬系 1') ，カボチャ(‘えびす， )に対する 1，000

倍液散布における薬害の有無についても調査した.散布

薬剤には展着剤を加用しなかった.なお，薬害の発生し

た株については，症状の進展状況を観察するともに，薬

害発生部位の組織的な変化を顕微鏡観察した.

結 果

1 各種薬剤の防除効果

表 1にニガウリうどんこ病に対する炭酸水素ナトリウ

ム水溶剤とアゾキシストロビン水和剤の防除効果 (2004

年)を示す.多発生(12月22日の無処理での発病葉率

100%，発病度87.5) の条件下で実施した結果，炭酸水

素ナトリウム水溶剤の防除価は95.9と非常に高かった.

しかし，葉が褐変する激しい薬害が発生した.一方，ア

ゾキシストロピン水和剤の防除価は23.8と効果がみられ

なかった.

表 1 ニガウリうどんと病に対する炭酸水素ナトリウム水溶剤の防除効果 (2004年)

供試薬剤 濃度
散布前 12/22 (最終散布 9日後)

発病葉率
「的 発病葉率(見) 発病度 防除価

炭酸水素ナトリウム水溶剤 1，000f吾

アゾキシストロピン水和剤 2，000倍

TPN水和剤 1，000倍

21. 7 

17.5 

21. 3 

11. 9 * 
100 

89.2 * 

3.6 * 
66. 7 

45.4 * 
無処理 26.3 100 87.5 

注1)供試品種:か交 5号，定植:2004年9月28日，ハウス抑制栽培

2) 薬剤散布は11/29，12/6， 12/13の 3囲

3) 防除価は発病度から算出

95.9 

23.8 

48. 1 

薬害

+ 

4) 同一列の*は最終散布 1週間後に，無処理に対してDunnett検定で 5 %の有意差があることを示す

5)薬害の+は薬害有り，ーは薬害無しを示す
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が，散布後，葉に黄色斑点を形成する薬害が発生した.

表 3に炭酸水素ナトリウム・銅水和剤とトリプノレミゾ

」ル水和剤の防除効果 (2006年)を示す.多発生 (12月

尾松・新屋敷:ニガウリうどん粉病の薬剤防除

表 2にニガウリうどんこ病に対する各種薬剤の防除効

中発生(7月12日の無処理区でのを示す.果 (2006年)

発病葉率63.9%，発病度23.0)の条件下で実施した結果，

アゾキシストロビン水和剤は前述の試験同様に防除価 8日の無処理での発病葉率100%，発病度56.7) の条件

下で実施した結果， トリプルミゾーノレ水和剤の防除価は

91. 0，炭酸水素ナトリウム・銅水和剤の防除価も99.4と

同系統のクレソキシムメ7.0で防除効果が認められず，

チノレ水和剤も同様であった.

高い効果が認められた.

一方，水和硫黄剤は防除価

88.0と高い効果が認められた.また，キノキサリン系水

和剤は防除価99.1で本試験では最も高い効果を認めた

ニガウリうどんと病に対する各種薬剤の防除効果 (2006年)

散布前 7/12 (最終散布 9日後)

発病葉率(覧)発病葉率(先 発病度 防除価

表 2

ァγキシストロヒツ水和剤

クレYキシムメチル水和剤

キノキサリン系水和剤

TPN水和剤

水和硫黄剤

無処理 1.7 

注1)供試品種:えらぶ，定植2006年 5月10日

2) 薬剤散布は6/19，6/26， 7/3の 3回
3) 各データは最終散布1週間後の3反復の平均

4) 防除価は発病度から算出

5) 同一列の*は無処理に対してDunnett検定で 5%の有意差があることを示す

6) 薬害の+は薬害有り， は薬害無しを示す

薬害

+ 

7.0 

O 

99. 1 

16. 0 
* 

21. 4 

0.2 

16. 0 

29.6 

* 

54. 3 

75.9 

0.8 

45. 1 

3.8 

O 

0.8 

O. 8 

濃度

2，000f吾

3，000倍

2，000f音

1， 000イ音

500{音

供試薬剤

88.0 ネ2.5 

23.0 
* 8.8 

63.9 

3 

こ対する炭酸水素ナトリウム・銅水和剤とトリプルゾーノレ

2006 

2/8 (最終散布 7日後)

発病葉率(覧) 発病度

散布前

発病葉率
伍i

3.3 

表 3

炭酸水素ナト91)1..銅水和剤

トリ7Jレミソ守]ル水和剤

無処理 3.3 

注1)供試品種:えらぶ，定植2006年9月29日，

2) 薬剤散布は11/17，11/24， 12/1の 3回
3) 防除価は発病度から算出

4) 同一列の*は無処理に対してDunnett検定で 5%の有意差があることを示す

防除価

99.4 0.4* 1. 4 * 

濃度

1，000f音

3，000f音

供試薬剤

91. 0 5.1 * 
56. 7 

16.7 * 
100 

ハウス抑制栽培

2.4 

U
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炭酸水素ナトリウム・銅水和剤と水和硫黄弗lを用いた体系防除

注1)品種:えらぶ，定植:2006年5月10日，ハウス半促成栽培

2)矢印は薬剤散布を示す

3) Na'Cu:炭酸水素ナトリウム・銅水和剤IJ.イオウ:水和硫黄剤
4) TPN: TPN水和剤，キノ キ/村ル系水和剤

7/10 6/26 6/19 

o 
5/22 

図 2

。
10/14 11/2 11/8 11/14 11/21 12/1 

炭酸水素ナトリウム・銅水和弗lおよび水平日硫黄剤と TPN水和剤を

用いた防除

注1)品種.えらぶ，定植:2005年10月5日 ハワス抑制裁時

2) 矢印は薬剤散布時期を示す。

3) TPN: TPN水和弗IJ.Na'Cu:炭酸水素ナトリウム・銅水和剤，イオウ・水和硫黄弗l

図 1
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2 体系防除

図 1に炭酸水素ナトリウム・銅水和剤または水和硫黄

剤とTPN水和剤の体系による防除効果 (2005年)を示す.

体系 Iの炭酸水素ナトリウム圃銅水和剤と TPN水和剤の

交互散布，または体系Eの水和硫黄剤と TPN水和剤を交互

散布による体系は，うどんこ病の発生を低く抑えた.

図2に炭酸水素ナトリウム・銅水和剤と水和硫黄剤の

交互散布による防除効果 (2006年)を示す.炭酸水素ナ

トリウム・銅水和剤と水和硫黄剤の交互散布は慣行のキ

ノキサリン系水和剤と TPN水和剤の交互散布と比較し，

高い防除効果が認められた.

3 ニガウリに使用可能な薬剤の薬害

表 4にニガウリに使用可能な薬剤の薬害の有無を示

す.供試した 8薬剤のなかで，炭酸水素ナトリウム水溶

剤とキノキサリン系水和剤で薬害が認められた.

炭酸水素ナトリウム水溶剤を散布した株は図 3に示す

ように，散布後 5日目には下葉の葉脈聞に褐色の壊死斑

点を生じ，その後，症状の激しい株では，葉肉部分のほ

とんどが褐変し，後に枯死した.発生程度は軽いものの，

3，000倍の場合でも同様な薬害が発生した.展開途中の

新葉では，薬害発生は認められず，完全に展開した新葉

にのみ発生した.また，薬害が発生した葉は孔辺細胞が

肥大しており，薬剤処理によって気孔に異常が生じ，蒸

散が激しくなったために発生したものと推察される.ま

た，品種聞の薬害の程度を比較すると，‘えらぶ¥‘か

交 5号'および‘チャンピオン'では激しく，‘久留米

百成 2号'では軽く，品種間で薬害の発生程度に差が認

められた.炭酸水素ナトリウム水溶剤は表 5に示すよう

にキュウリ，メロン，カボチャの百に散布しても薬害は

認められなかった.なお，本剤と銅剤の混合剤である炭

酸水素ナトリウム・銅水和剤や閥系統の炭酸水素カリウ

ム水溶剤の通常濃度散布では薬害は認められなかった.

また，キノキサリン系水和剤では，図 4に示すように，

処理した葉に 1~ 2mm程度の黄色斑点を生じ，次第に白

い斑点となる薬害が発生した.激しい葉では，斑点が癒

合し，葉脈聞が白変する症状がみられたが，生育や果実

への影響は認められなかった.

表4 登録上ニガウリに使用可能な薬剤の薬害発生

登録作物種類 供試薬剤 希釈倍数久留米百成 2号

炭酸水素ナトリウム水溶剤

野菜類殺菌剤
炭酸水素カリウム水和剤l

炭酸水素ナトリウム・銅水和弗l

水和硫黄剤

キノキサリン系水和剤

アゾキシストロビン水和剤
ニガウリ殺菌剤

クレソキシムメチル水和剤

T PN水和剤

注1)処理時期:2005年 5月 2日 (3~ 5業期)

2)薬害 一:薬害なし +:斑点状の薬害
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表 5 各種ウリ科作物に対する炭酸水素ナトリウム水溶剤の薬害発生の程度

品種名 10001，音 20001，音 30001，音

か交 5号 ++ + + 
ニガウリえらぶ +十 + + 

チャンピオン ++ + + 
久留米百成 2号 + 
エンデパー

キュウリアルファ節成

アンコール

アールスセイヌ雅

メロン アールスセイヌ雅早春晩秋;

アールスセイヌ盛夏系

ベネチア秋冬系 I

カボチャえびす

注1)処理時期:2005年 5月 2日 (3~ 5葉期)

2) 薬害 一:薬害なし +:斑点状の薬害 ++:葉脈聞の壊死
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1，000倍散布の薬害 3，000倍散布の薬害

図 3 炭酸水素ナトリウム水溶剤散布後に発生した薬害(品種:えらぶ)

図4 キノキサリン系水和剤散布後に発生した薬害 (2，000倍散布)

考察

ニガウリうどんこ病の防除には，アゾキシストロビン

水和剤やクレソキシムメチル水和剤(ストロピルリン系

薬剤)， TPN水和剤1]，キノキサリン系水和剤が使用され

る場合が多い.同じウリ科作物のキュウリでは，大塚ら1)

によって， トリアルミゾール水和剤などのDMI剤に対し

て，また，武田ら 3)fこよって，アゾキシストロビン水和

剤などのストロビノレリン系薬剤に対する薬剤感受性の低

下が報告されている.

本調査によっても，ニガウリうどんこ病におけるスト

ロピルリン系薬剤に対する薬剤感受性の低下が明らかに

なった.アゾキシストロビン水和剤に対する感受性低下

は尾松ら 2)によって長崎県でも確認されており，本剤の

感受性低下については，ニガウリ栽培地域の共通の問題

として今後も注意を要する.

また， トリプルミゾーノレ水和剤について本試験では，

高い防除効果が認められたが，現地ほ場で，感受性の低

下が危↑具されている地域があり，栽培基準から削除され

ている現状にある.今後，これらの薬剤に対する県内各

地の耐性菌発生状況の詳細な調査が必要と考える.

ニガウリは収穫期間の長い作物で，収穫開始後の防除

の場合，使用時期が収穫前日の薬剤に限られる.ニガウ

リうどんと病登録薬剤で収穫期間中に使用できる薬剤に

はキノキサリン系水和剤，トリプルミゾーノレ水和剤， TPN 

水和剤およびDBEDC乳剤があるが，薬害や感受性低下を

考慮すると TPN水和弗!とDBEDC乳斉Ijの 2斉IJのみである.こ

のようななかで，野菜類うどんと病登録薬剤の炭酸水素

ナトリウム・銅水和剤と水和硫黄剤は収穫前日に使用可

能で，薬害もなく効果も高いため，ニガウリうどんこ病

防除剤として期待できる.炭酸水素ナトリウム・銅水和

剤と水和硫黄剤を交互に散布する体系のうどんこ病に対

する防除効果は高く，実用的な体系と考えられる.

さらに， うどんこ病と同様に問題となるべと病も効率

的に防除するには， うどんこ病に有望な 2剤にベと病に

も効果を示すTPN水和剤を組み合わせた体系が有効と考

えられる.これら 3剤は収穫前日の使用が可能で，使用

回数も 3剤合計で13回確保できることから，栽培期間中

のうどんこ病とベと病の防除を可能にする体系と考え

る.

本試験では，炭酸水素ナトリウム水溶剤とキノキサリ

ン系水和剤で、ニガウリの葉に薬害が発生することが確認

された.キノキサリン系水和剤の薬害は葉に黄色斑点を

形成するが，果実への影響はみられないため，実用上は

使用可能と考えられる.一方，炭酸水素ナトリウム水溶

剤は葉に激しい薬害が発生した.また，本剤の薬害発生

程度には品種間差がみられ久留米百成 2号'では軽

い薬害にとどまった.なお，平成16年度九州病害虫防除

推進協議会連絡試験において，宮崎県育成の‘佐土原 2
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号'でも，薬害の発生は確認されていない.このように，

栽培する品種によっては使用できる場面も予想される

が，現地では様々な品種が栽培されていること，薬害発

生がみられた場合の被害が大きいことなどから，本剤の

ニガウリでの使用は避けるべきと考える.

野菜類登録薬剤は幅広い作物で使用できるメリットが

あるが，品目によっては，使用例が少なく，薬害の有無

についてさえ情報のない場合が多い.特に，マイナー作

物では，そのようなケースが多い.本県でも，オクラ，

インゲン，ソラマメなどで登録薬剤が少なく防除に苦慮

しており，これら品目には野菜類登録の薬剤が使用され

る可能性がある.野菜類登録薬剤を使用する場合には，

薬害が発生する危険性があるため，使用前には必ず薬害

の有無について確認する必要がある.また，登録薬剤の

少ない作物には，早急な登録促進が必要と考える.

2007年度には，ニガウリうどんこ病防除剤として収穫

前日に使用可能なシフルフェナミド・トリアルミゾーノレ

水和剤が新しく登録された.本剤の効果は安定しており，

今後のニガウリうどんこ病防除剤として炭酸水素ナトリ

ウム・銅水和剤や水和硫黄剤と体系的に使用することに

よって，長期にうどんこ病を抑制できる可能性が高く，

期待される.
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Chemical Con仕01of Powdery Mildew on Ba1sam Pear (Momordica chαranitia L.) 

Naoshi Omatsu and Ikuo Shinyashiki 

Summary 

The presence of control effect against powdery mildew on balsam pear and phytotoxicity of crops were examined about eight fungicides 

used for that. Quinoxaline fr，叫uentlyused to control of disease on balsam pear showed high efficacy. However， Azoxys廿'Obinand 

kresoxim-methyl showed less efficacy， that was indicated the occurrence of resistant strain to s佐'Obilurin・likefungicides. On the other 

hand， Sodium hydrogen carbonate' copper sulfate and sulfur which was not used to con甘01of disease on balsam pear were highly 

e釘ectiveagainst powdery mildew. And as for sequential application of these fungicides further enhanced the control of也edisease. 

Sodium hydrogen carbonate were highly etfective against powdery mildew. However， application of the fungicide was caused serious 

necrosls. 

Keywords : Balsam Pear， Con柱。1effect， Phytotoxicity， Powderyお1i1dew，Resistanc唱 tos甘obilurin・likefungicides 
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