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促成イチゴにおける温湯散布を利用した化学合成農薬の使用量削減

小河原孝司・小西博郷・山遺あずさ・島本桂介*.佐藤達雄**. 

菊地麻里***・金田真人・富田恭範****・鹿島哲郎

Reducing the Use of Chemicals for Strawberry Disease and Pest Control 

by using Hot Water Spraying 

Takashi OGAWARA， Hirosato KONISHI， Azusa YAMABE， Keisuke SHIMAMOTO， Tatsuo SATO 

Mari KIKUCHI， Masato KANEDA， Yasunori TOMITA and Tetsuro KASHIMA 

Summary 

The effects of hot water spraying at 1-week intervals for controlling disease and pests on strawberry were 

examined. Hot water spraying significantly reduced powdery mildew， aphids， and greenhouse whitefly ; however， 

it did not reduce anthracnose and spider mites. For strawberry diseases and pests， it is possible to reduce the use of 

agricultural chemicals to approximately 30% of current practices by employing hot water spraying and non-

chemical fungicides and insecticides. 

キーワード:イチゴ，温湯散布，抵抗性誘導，病害虫，減農薬

1.緒言

茨城県のイチゴ栽培で用いられる化学合成農薬の成

分回数は年間 48回(茨城県特別栽培農産物認証制度

における慣行レベル)であり，他の野菜に比べて多い。

イチゴは作期が長く，栽培期間中に， うどんこ病，炭

痘病，灰色かび病，アブラムシ類，ハダニ類， コナジ

ラミ類，ハスモンヨトウ，アザミウマ類等多くの病害

虫が発生し，一度発生すると防除困難な病害虫が多い。

また，イチゴにおいて薬剤耐性菌(稲田， 2010;菊

地ら， 2010)や薬剤感受性が低下したハダニ類(吉

川， 2003)が出現し，防除効果の低下が報告されて

いる。これらのことから，近年， イチゴにおける薬剤

散布団数は増加傾向にある。一方で，消費者からは食

の安全が求められており， イチゴの生産現場では，化

学合成農薬を削減した減農薬栽培への関心が高まって

いる。

本研究では，イチゴ育苗期および本圃栽培期に，定

期的に温湯散布を行った場合の各種病害虫に対する防

除効果と化学合成農薬の成分回数削減の可能性につい

* 茨城県県西農林事務所経営・普及部門

料 茨城大学農学部

*** 元茨城県農業総合センター園芸研究所

****茨城県病害虫防除所

て検討を行ったので報告する。

1 材料および方法

1 .温湯散布装置

家庭用 LPガス給湯器を主構成として減圧弁，定流

量弁，常温水混入バルブを組み合わせ，水圧，水量の

影響を受けにくく任意の温度，設定水量で温湯を供給

することが可能な温湯供給機構 (K社製)を用いた

(図 1A)。

育苗期は，温湯供給機構から温湯を図1Bの散布装

置に供給してイチゴ苗上に散布した。本散布装置は，

葉温保持に適したフラットスプレーチップノズルが

22cm間隔で直線土に配置してあり，フレーム周囲は

POフィルムで被覆して飛散を防止するとともに，保

温効果を高めた。

本圃栽培期には図 1Cの散布装置を用いて，イチゴ

株上に散布した。フラットスプレーチップノズルをフ

レームの上部に 5cm間隔で 6個，側面に約 20cm間隔

で4個配置したものを 2組用意し， 30cm間隔で前後
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に並べて箱形の散布装置を作成した。フレーム周囲は

POフィルムで被覆して飛散を防止するとともに.保

温効果を高めた。

温湯の散布量は育苗期.本岡栽培期 とも5L/分で

一定とした。 また，供給する温湯の温度は 65
0

C程度

であったが，葉面温度 50
0Cを目標に適宜調整し た。

2. 育苗期における防除試験

試験は. 2棟のパイプハウス(Iと II) 内の高設ベ

ンチを用い，育苗期の2010年7月下旬から 9月中旬に

実施した。

パイプハウス Iでは，約1週間間隔で.葉面温度50

℃を目標に 65~ 67
0Cの温湯を 20秒間散布する灰

(以下. r温湯散布区」とする).温湯散布区 と同様の

処理を行う とと もに.病害虫の発生状況に応じ て必要

最小限の化学合成農薬を散布する区(以下， r祖湯+

化学農薬削減区」とする) 病害虫の発生状況に応じ

て化学合成農薬を散布する|実(以下. r化学農薬区」

とする)および病害虫防除を行わない医(以下. r無
防除灰」とする)の 4区を設けた。なお.品種は‘と

ちおとめ'を供試し. 1医 12株の3連制とした。また，

炭痘病の発病を促すため 8月6円の温湯散布処理後

に，炭車病の発病株を供試株の中央に 1株ずつ配置し

図 l 湿湯散布装慣の構造

A 温湯供給機構
B 育苗用散布装罰

C 本問用散布装間

た。潅水は. ì昆湯散布装置を用いて 1 日 1 ~ 2 同頭上

から行った。

パイプハウス Eでは.温湯+化学農薬削減区および

化学農薬|天の 2区を設けた。品種は‘とちおとめ'お

よび.ひたち姫'を供試し，温湯+化学農薬削減|亙は

約400株，化学毘薬区は 160株の連制なしで実施した。

潅水は温湯散布装置または手潅水で. 1 日 1 ~ 2 回頭

|てから行った。

両ハウスとも.試験期間中における病害虫の発生状

況について調査し発病(寄生)株率または発病度を

算出した。

3. 本圃栽培期における防除試験

試験はパイプハウス内の茨城園研式イチゴ高設栽培

装置を用い. 2010年 9月下旬から 2011年 4片ド旬に

実施した。試験区は育苗期と同様に，温湯散布区，温

湯+化学農薬削減区.化学12薬|えおよび無防除区の 4

区を設けた。品種は‘とちおとめ¥ ‘ひたち姫'およ

び‘いばらキッス'を供試し. 1 区 25株(‘いばらキ

ッス'は 10株)の 2連情1]で実施した。なお.温湯散

布区および無防除区は病害虫の多発生により他の試験

区に影特を与える恐れがある場合のみ.効果の高い化

学合成農薬を散布した。試験期間中における病害虫の
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表 1 育苗期における各区の温湯散布および薬剤散布状況(パイプハウス1)

散布日

2010年 8月5日

8月6日

8月11日

8月12日

8月18日

8月19日

8月20日

8月25日

8月26日

9月2日

9月8日

9月8日

化学合成農薬
成分数

温湯区

温湯処理

温湯処理

温湯処理

温湯処理

温湯処理

温湯処理

。

温湯+
化学農薬削減区

温湯処理

プロヒ。ネブ、水和剤j

混湯処理

?昆湯処理

化学農薬区

フ。ロヒ。ネブ、水和剤

プロピネブ、水和剤

ヒ守テルタノーノレ水和剤

チアクロプリド水和剤

(バチルス水和剤)1) フ。ロピネブ水和剤

温湯処理

温湯処理

温湯処理

シやエトフェンカ/レア¥ シ。エトブェンカルフ¥

チオファネートメチル水和剤 チオファネートメチル水和剤

3 7 

1) ( )の薬剤は化学合成農薬としてカウントされない農薬

無防除区

。
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発生状況について調査し，発病(寄生)株率または発

病度を算出した。

m.結果

ける炭痘病の発病度は 5.6と無防除区に比べて低く推

移したが，温湯散布区および温湯+化学農薬削減区は

無防除区とほぼ同等であり，防除効果は低かった(表

2)。また，その他の病害虫の発生はいずれの区でも

認められなかった(データ省略)。

1.育苗期における防除効果

1)パイプハウス Iにおける試験結果

試験期間中に葉の枯死や生育遅延などの熱害と思わ

れる症状は認められなかった(データ省略)。育苗期

間中における化学合成農薬の散布成分回数は，温湯散

布区および無防除区で 0回 温湯+化学農薬削減区で

3回，化学農薬区で 7回であった(表 1)。炭痘病は試

験開始後徐々に発病進展し， 9月16日調査時の無処理

区の発病度は 16.1となった。一方，化学農薬区にお

2)パイプハウスEにおける試験

育苗期間中における化学合成農薬の散布成分回数は，

温湯+化学農薬削減区で 11回，化学農薬区で 16回で

あった(表 3)。試験期間中に発生が認められた病害

虫は，炭痘病，アブラムシ類およびオオタバコガで，

その他病害虫の発生は両区とも認められなかった(表

4)。炭痘病およびオオタバコガは，温湯+化学農薬

削減区の‘とちおとめ'でわずかに認められた(表

表2 育苗期におけるイチゴ炭痕病の発病推移(間接接種り

試験区
調査株数

(株)2)

温湯散布区 12 

温湯+化学農薬削減区 12 

化学農薬区 12 

無防除区 12 

1)発病を促すため、間接接穏を行ったゐ接稀源設問:2010年8月6日

2)いずれの区も 3連制で行い、その平均怖を示した。

3)発病度=1:(発病指数×指数即l株数)Xl00/(5X全調査株数)

発病度3)

9月6日 9月16日

8.3 15.0 

8.3 13.9 

2.2 5.6 

10.0 16.1 

発病指数 0発病なし、 l小型病斑、2拡大病斑、 3}臨柄折鎖、 4株の萎れ、 5:枯死
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表 3 育苗期における温湯散布および薬剤散布状況(パイプハウス JI)

散布日 温湯+化学農薬削減区 化学農薬区

2010年 7月26日 プロヒ。ネブ水和剤 プロピネブ水和剤

エトキサゾール水和剤 エトキサゾール水和剤

8月4日 キャプタン水和剤80 キャブタン水和剤80
ベルメトリン乳剤 ベルメトリン乳剤

8月11日 マンゼブγk和剤 マンゼブ水和剤

クロルフェナヒ。ル水和剤 クロノレフェナピル水和剤

8月12日 温湯散布

8月19日 温湯散布

8月20日 フ。ロヒ。ネブ、水和剤

ピリダベン水和剤

8月24日 温湯散布 ヒドロキシブ。ロヒ。ルデ、ンプン液剤

ヒドロキシプロピルデンプン液剤

8月26日 フ。ロヒ。ネブ水和剤

8月31日 シフノレメトフェン水和剤 シフノレメトフェン水来日剤

9月2日 温湯散布 シメコナゾール水和剤

9月7日 (脂肪酸グリセリド乳剤)1) (脂肪酸グリセリド乳剤)

9月9日 温湯散布 フ。ロヒ。ネブ、水和剤

ブノレフェノクスロン乳剤

9月13日 マンゼ、ブ水和剤

9月15日 温湯散布

9月17日 フルジオキソニル水和剤

チアクロブロリド水和剤

化学合成農薬
11 16 成分数

1)( )は化学合成農薬としてカウントされない農薬

4)。また，アブラムシ類は化学農薬区で寄生株率が

高まったが，温湯+化学農薬削減区ではほとんど認め

められなかった(データ省略)。本圃栽培期における

化学合成農薬の散布成分回数は，温湯散布区で 2回，

温湯+化学農薬削減区で 5回，化学農薬区で 17回，られなかった(表 4)。

無防除区で4回であった(表5)。本圃栽培期間中に発

2. 本圃栽培期における防除効果 生した病害虫は，うどんこ病，灰色かび病，アブラム

栽培期間中に熱害による葉の褐変等が部分的に認め シ類，ハダニ類 オンシツコナジラミ，アザミウマ類，

られたが，葉の枯死や生育遅延などの著しい症状は認 ハスモンヨトウで，灰色かび病，アザミウマ類および、

表4 育苗期間中における各種病害虫に対する温湯散布の防除効果 (2010年 9月2日調査)

発病株率(%) 寄生株率(%)

供試品種 試験区
調査株

プブラ数(株) 炭症病1、J う〆どんこ 灰色 斑点性 オオ コナ
病 かび病 病害 ムシ類 タバコガ ハダニ類 、/フミ相類

温湯+化学
396 0.5 。 。 。 0.3 0.3 。 。

農薬削減区
とちおとめ

化学農薬区 160 。 。 。 。 11.9 。 。 。

温湯+化学
416 。 。 。 。 0.5 。 。 。

農薬削減区
ひたち姫

化学農薬区 160 。 。 。 。 19.4 。 。 。
1)育苗期間中における累積発病株率
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表 5 本聞における温湯散布および薬剤散布の実施状況 (2010~ 11年試験)

散布日 温湯散布区
温湯十

化学農薬区 無防除区
化学農薬削減区

2010年10月6日 ブルペンジアミド水和剤 フノレベンジアミド水和剤 フルベンジアミド水和剤 ブルペンジアミド水和剤

10月16日 温湯散布 混湯散布 シメコナゾーノレ水和剤
クロノレフェナヒ。ル水和剤

10月20日 (硫黄水和剤)1)
(ノJチ/レス・チューりンゲンン7、

水和剤)

10月22日 話主湯散布 温湯散布

10月29日 温湯散布 1昆湯散布 メパニピリム水和剤
チアクロプリド水和剤

11月5日 f昆湯散布 1且湯散布

11月12日 1且湯散布 温湯散布 キノキサリン水和剤
(硫黄水和剤) アセタミプリド水和剤

(スヒ。ノサド、水平口剤)

11月22日 7且湯散布 ?且湯散布 DBEDC手L斉リ
DBEDC手L剤

11月26日 温湯散布 1昆湯散布

12月10日 7鼠湯散布 1且湯散布

12月11日 ベンチオピラド水和剤 ベンチオピラド水和剤
ピメトロジン水和斉Ij

12月21日 温湯散布 1且湯散布

12月27日 温湯散布 温湯散布 メパニピリム水和剤 キノキサリン水和剤
(ノ、sチ/レス・ス'7'チりス7l<平日剤) シフノレメトフェン水和剤

20日年1月4日 温湯散布 f昆湯散布

l月5日 シフノレフェナミド.
トリプルミゾーノレ水和剤

1月15日 1且湯散布 温湯散布

1月21日 温湯散請J 7昆湯散布

2月7日 ?鼠湯散布 1且湯散布

2月21日 メパニヒ。リム水和剤 メパニピリム水和剤 メパニピリム7M口剤 メパニピリム水和剤

3月4日 1昆湯散布 温湯散布

3月16日 温湯散布 温湯散布

3月17日 チアクロプリド水和剤 チアクロプリド水和剤 チアクロプリド水和剤
(ミノレベメクチン水和剤) (ミノレベメクチン水和剤)

3月24日 1昆湯散布 1孟湯散布

3月31日 1昆湯散布 温湯散布

4月1日 DBEDC乳剤

4月7日 1昆湯散布 I晶湯散布

4月15日 1鼠湯散布 温湯散布

温湯散布回数 20 20 。 。
化学合成農薬

2 5 17 4 使用成分回数
1) ( )の薬剤は化学合成農薬としてカウントされない農薬

向を示した(表 6)。ハスモンヨトウは発生が少なく，区間の差は認められ

なかった(データ省略)。

うどんこ病は試験期間を通じて発生が認められ，

‘とちおとめ'の無防除区における収穫期間中の発病

果 率 は 48.1%と多発生となった(表 6)。‘とちおと

め'では，化学農薬区のうどんこ病の発病果率が

5.0%と最も低く，次いで温湯散布区が 9.5%と低くな

った(表 6)。また，無防除区と隣接していた温湯+

化学農薬削減区の発病果率が温湯散布区に比べて高か

った。なお， ‘ひたち姫'および‘いばらキッス'に

おける各区の防除効果は ‘とちおとめ'と同様の傾

アブラムシ類は， 3月16日の調査において，無防除

区の寄生株率が34.0%となったが，化学農薬区では発

生がなく，温湯散布区および、温湯+化学農薬削減区で

は 10.0%であり，いずれの区も無防除区よりも低かっ

た(表7)0 3月17日に温湯散布区を除く 3区に薬剤防

除を実施したところ， 4月15日の調査において，化学

農薬区ではそのまま発生がなく，温湯+化学農薬削減

区および無防除区の寄生株率は低くなったが，薬剤防

除を行わなかった温湯散布区の寄生株率はやや増加し

た(表 7)。
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表6 収穫期間 1)中の各試験区におけるうどんこ病の発病果率 2)

とちおとめ

試験区 収穫果 発病果
数(個) 率(%)

温湯散布区 804 9.5 

温湯+化学農薬削減区 812 16.1 

化学農薬区 803 5.0 

無防除区 558 48.1 

1)収穫期間 :2010年12月 15 日 ~2011年4月 28 日

2)各試験区とも2反復の平均

オンシツコナジラミは， 3月 16日の調査において，

無防除区の寄生株率が 16.0%であったが，温湯散布区

および温湯+化学農薬削減区では 2.0%，化学農薬区

では 4.0%であり，いずれの区も無防除区よりも低か

った(表 7)。また， 4月 15日の調査でも，温湯散布

区および温湯+化学農薬削減区の寄生株率は低かった

(表 7)。

ノ¥ダニ類はやや局所的に発生し， 3月16日の調査に

おいて，温湯散布区のみに発生が認められた(表 7)。

4月 15日の調査において，化学農薬区では 2.5%，温

湯十化学農薬削減区では 7.5%と無防除区の寄生株率

37.5%よりも低くなったが 温湯散布区は 47.5%とな

り，防除効果は認められなかった。

N.考察

温湯散布は植物体に熱ショックを与えることで抵抗

性を誘導させる(佐藤， 2011) とともに，熱で病害

虫を直接死滅させ，あるいは物理的に洗浄することで

防除効果を発揮すると考えられている。キュウリやト

マトに対し，ハウス密閉等により熱ショックを与える

ことで抵抗性が発現し，灰色かび病等の病害が抑制さ

ひたち姫 いばらキッス

収穫果 発病果 収穫果 発病果
数(個) 率(%) 数(個) 率(%)

661 15.7 358 6.4 

732 19.0 356 9.4 

714 11.1 362 3.0 

522 43.2 306 24.6 

れたとの報告がある CKuboand Sato， 2002 ; Sato et 

al吋 2004)。また，イチゴでは，定植苗の温湯浸漬で

うどんこ病やハダニ類の発生が抑制されること(小板

橋ら， 2002)や，うどんこ病少発生条件下であれば

温水散布の効果が高い(山岸ら， 2007)との報告が

ある。さらに，室内試験において，葉面温度が 50
0C

となるように温湯散布を行うと炭痘病および灰色かび

病の発病を抑制する(小西ら， 2010)ことや，圃場

試験において，葉面温度 50
0

C・20秒/株となるよう

に温湯散布を行うと，うどんこ病に対し高い防除効果

が認められている(小河原ら， 2010)。

本研究では，これらの知見をもとに，栽培期間中に

発生する病害虫に対する防除効果を検討し，化学合成

農薬の削減の可能性について考察した。

葉面温度 50
0

Cを目標に 65
0C程度の温湯を 1株当た

り20秒間ず、つ散布したところ，栽培期間中に葉の枯

死や生育遅延などの熱害と思われる症状は認められな

かった。しかし，葉の褐変等が部分的に認められたこ

とから，これ以上の処理温度および処理時間では生育

に影響を及ぼす可能性があると考えられた。

うどんこ病に対しては，温湯散布のみでも高い防除

効果が認められ，これまでの知見と一致した。本圃栽

表7 各試験区におけるアブラムシ類，オンシツコナジラミおよびハダニ類の寄生状況1)(2010 ~ 11年試験，品種‘とちおとめ， ) 

アブラムシ類2) オンシツコナジラミ ハダ、ニ類3)

試験区
3月16日 4月15日 3月16日 4月15日 3月16日 4月15日

調査株 寄生株 調査株 寄生株 調査株 寄生株 調査株 苦手生株 調査株 寄生株 調査株 寄生株

数(株) 率(首) 数(株) 率(略) 数(株) 率(拍) 数(株) 率(弛) 数(株) 率(喝) 数(株) 率(唱)

温湯散布区 25 10.0 20 15.0 25 2.0 20 。 25 20.0 20 47.5 
温湯+ 25 10.0 20 。 25 2.0 20 2.5 25 。 20 7.5 

化学農薬削減区

化学農薬区 25 。 20 。 25 4.0 20 12.5 25 。 20 2.5 

無防除区 25 34.0 20 2.5 25 16.0 20 22.5 25 。 20 37.5 
。各試験区とも2反復の平均

2)温湯十減農薬区，化学農薬区および無処理区はアブラムシ類防除のため、 2011年3月17日にチアタロプ日ド水和剤を散布

3)混湯+減農薬区および化学農薬区はハダニ類防除のため、 2011年3月17日にミノレベメクチン水和斉IJを散布
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培期の試験において， うどんこ病防除を目的に使用し

た化学合成農薬の成分回数をみると，化学農薬区は

10成分であったが，温湯散布区は 1成分であり，うど

んこ病に対する化学合成農薬の使用回数を大幅に削減

することが可能と考えられた。また，アブラムシ類お

よびコナジラミ類に対しても，温湯散布の効果が高く，

化学農薬区は 7成分であったが，温湯散布+化学農薬

削減区は 2成分であり，両害虫に対する化学合成農薬

の削減が可能と考えられた。しかし，温湯散布のみで

これら病害虫の発生を完全に防除することは難しいた

め，発生状況を注意深く観察しながら，適宜，化学合

成農薬による防除を行う必要がある。

一方，炭痘病に対しては，育苗期の試験において温

湯散布による防除効果は認められず，室内試験と異な

る結果となった。小西ら (2010)は，温湯散布 1日後

に病原菌液を噴霧接種する直接接種法を用いたが，本

試験は，発病株を健全株の聞に配置する間接接種法で

行った。間接接種法の場合，毎日 1~2 回，苗の頭上

から潅水を行うため，潅水のたびに病原菌が飛散，感

染する可能性があり，直接接種法に比べて接種圧が高

いと考えられた。間接接種法は，実際の圃場での発病

条件に近い接種法と考えられることから，温湯散布の

炭痘病に対する防除効果は低く，化学合成農薬を削減

することは難しいと考えられた。

ハダニ類に対しても温湯散布の効果は低かったが，

小板橋ら (2002)は，カンザワハダニを完全に死滅

させるためには， 53
0

C・2分間の浸潰処理が必要であ

り，雌成虫の死亡率を高めるためには 50
0C・3分間の

浸漬が必要としている。本試験は 50
0

C・20秒散布と

したため，ハダニ類を死滅させる十分な温度が得られ

なかったものと思われた。灰色かび病，ハスモンヨト

ウおよびアザミウマ類については，発生が少なく温湯

散布の効果が判然としなかったが，温湯散布後のハウ

ス内環境は高温多湿条件となるため，灰色かび病の発

病を助長する可能性が高い。また，ハスモンヨトウは

新芽を加害後，内部に食入するため，温湯散布による

効果は低いと考えられた。

以上のように，温湯散布はうどんこ病，アブラムシ

類およびオンシツコナジラミに対する効果が高く，既

存の防除体系に温湯散布や化学合成農薬としてカウン

トされない農薬等を組み合わせることで，化学合成農

薬の使用回数を削減できると考えられた。本試験にお

ける温湯散布+化学農薬削減区の化学合成農薬の使用

成分回数は，育苗期 11回，本圃栽培期 5回であり，

本県慣行 48回の 3分の 1で防除可能であった。

温湯散布による防除法は，これまでにない新たな防

除法として期待されている。イチゴのみならず，キュ

ウリやトマトといった作物でも病害に対する抵抗性が

誘導されていることから 幅広く利用できるものと考

えられる。本装置は，今のところイチゴの高設栽培を

想定した装置であり，土耕栽培や他作物での使用にあ

たっては散布装置やハウスの改良が必要であるが，す

でに実用化に向けた開発が行われているので，早期の

市販化が期待される。

V.摘要

イチゴの育苗期および本圃栽培期に約 1週間間隔で

温湯散布を行った場合の病害虫に対する防除効果を検

討した。その結果， うどんこ病，アブラムシ類および

オンシツコナジラミに対する効果が高かった。炭痘病

やハダニ類に対する効果は低かったものの，イチゴ栽

培期間中に発生する病害虫に対し，温湯散布や化学合

成農薬としてカウントされない農薬等を組み合わせる

ことで，化学合成農薬の使用回数を 3分の l程度まで

削減できると考えられた。
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