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山口農林総技セ研報（Bull.Yamaguchi Agri. & For. Gen. Tech. Ctr.) 7 : 24・30.2016. 

カンキツ『南津海』におけるさび果病の防除対策

村本和之・兼常康彦・棟居信一＊

Control of Anthracnose Tear Stain on the Fruits of the Citrus Cultivar “Natsumi” 

Kazuyuki MUR訓 OTO,Yas叶世koKAf岨TSUNEand Shinichi MUNESUE 

Abstract: The occurrence of rusty, brown stains on the fruits of the citrus cultivar 

“Natsumi”before harvest causes financial loss to growers because of lower returns due to 

their unattractive appearance. During the course of this study, Colletotrichum 

gloeosporioid，θs was isolated from the rusty, brown area and was identified as the agent 

responsible for this symptom by inoculating the fungus with the “Natsumi”fruits. The 

results revealed that the symptom results from the disease “anthracnose tear stain." After 

field experiments, the results revealed that the number of tear-stained fruits decreased 

when dead branches and fruits in the outer periphery of the trees were removed. In 

addition, pyraclostrobin-boscalid and kresoxim・methyl are effective fungicides in 

controlling this disease. 

Key Words : anthracnose, Colletotrichum gloeosporioides 
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緒言

「南津海」は、周防大島町の山本弘三氏が「カラ」

マンダリンに「吉浦ポンカンjの花粉を交配して育成

した晩生カンキツであり、「カラ」マンダリンの珠心目壬

実生と考えられている（岡崎・池田，2007）。本品種は

は豊産性で食味が良く、ほとんどのカンキツの出荷が

終了した4月から5月に出荷されることから、安定し

た価格で販売されている。また、「南津海Jの穂木に軟

搬す線を照射をして作出した「南津海シードレス」は、

種子がほとんど入らないこと以外は完封書侍性や果実品

質が「南津海j と同等であり（兼常・本体，2013）、今

後、「南津海」に代わる品種として期待されている。

「南津海」には、収穫直前に果皮の一部が褐色に変

化する「さひ吠汚染j とよばれる症状が発生し、外観

品質が著しく低下することが生産者の間で、問題となっ

＊現在：岩国農林事務所

ている。本症状は、レモンやナツミカン、ブンタン類

などで問題となっているさむ深病（山田ら， 1965）と考

えられたが、本病は品種による発病程度の違いが大き

く、「南津海」の種子親である「カラjマンダリンには

さて九駒丙は観察されていない（田中， 1968a）。また、著

者らの観察では花粘湖の「吉浦ポンカンJにもこの症

状は認められない。

「南津海Jで観察された症状のうち、一部の症状は

果皮の油胞間のみに小さな施転が発生するため、小黒

点病と同様に網目状に見えるなど、ナツミカンやブン

タン類のさび果病とは症状がやや異なる。

本報告では本怠伏の現地での発生状況や発生要因、

防除方法について検討したので、その結果について述

べたい。

材料および方法
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村本和之・兼常康彦・棟居信一

1 発生4矧および発生掛多

1）発生状況

周防大島町の農家ほ場において、 2013年4月23日と

26日にさむ判明生駒コ発生側兄を外なりの100果iこつい

て、病害虫発生予察要項のカンキツ黒点病調査基準に準

じて調査し九観察の結果、果面の一部分時島色となる

さむ症状、網目状に見える網目症状、ややへこん間島色

の設時、となる褐色庇有庄状の3種類の症状が認められた

ため、調査はそれぞれの症状について行っ九

2）発生推移

周防大島町東安下庄の伊昨多発する現地ほ場において、

2012年から 2014年までの3年間の2月から5月まで、

さひも伏汚染果の発針路を調査した。

2 発生原因

1)さぴ｜お号染果からの菌の分離

2012年と 2013年の4月から5月にかけて、山口県内

の「南津海」ほ場からさひそ伏汚染果の認められる 114個

の果実を採取し、症状ごとにそれぞれの部分から組織分

自住法により糸状菌を分離した。培地はクロラムフェニコ

ール（50ppm）を諸訪日したPDA培地を用いた。

2）樹葺撒

2012年8月 16日に周防大島町の「南津海」現地ほ場

管地耕音、償却却珠園）において、 「南津海」のさび

状汚染果の網目症状から分離した間株の培養枝俣さ

5伽m、太さ 1伽m程度）を針金で果実上に設置し、菌を果

実に接種した果実の症状は、2013年5月1日に調査し、

発病率と発病度を求めた。

2013年の接種訴験においては、接種した菌以外の菌が

果実に感染することを防ぐため、 Y旧株の分生子液

(106spores/ml）を果実に滴下し、字社調功止のためパラ

フィルムで2日間覆い、その後は果実袋で接種果を被覆

して他の病原菌の感染を防し、た接種はセンター内の「南

津海シードレス」 信地跡音、，，節子閥珠園）に対して8

月7日に行った。無接種区については茶留水を摘下した。

擁査は2014年5月9日に行い、発病率と発病度を求めた。

接衝麦、発病した果実にっし、ては、前記の方法により

菌を再分背任した。

3）病原菌の同定

さひ症状から分離された T03、網目症状から分離され

たY04の2菌株をPDA培地で5日間25℃で培養し、形成

された分生子の形態を調査した。付着器の形態はジャガ

イモ・ニンジン煎汁培地を用いたスライド培養法により

調査した。

また、さひ症状から分離されたT03、TYOl、TY03、U02、

U03、G3の6菌株、網目症状から分離された刊4、A2、C3

の3菌株lこっし1ては、全DNAを抽出後、白lletotrich四

gloθ0早orioi時＇Sfこ特難句なフoライマペ.gint制illset 

al., 1992）および ITS4 White et al. , 1990）を用いて

PCRを行った。 PCRはMultiplexPCR Assay Kit （タカラ

刈オ株式針~を用い、 94℃で30 秒間の変成麦、 94°C

で30秒間、55℃で1分間、72℃で2分間を40サイクル、

最後に 72℃で5分間関志させた。得られた PCR産物を

2%アガロースゲ〉レで電気流霊前麦、エチジウムブロマイ

ドで30分間染色し、 450bp付近におけるバンドの有無を

観察した。

3 防問、

1)耕重的防除

さひそ伏汚染果の多発する「南津海」園において、 2011

年8月10日に枯れ枝（枯れた期更枝を含む）を努除し九

諒験は1区1樹3反復で実施した。調査は 2012年4月

24日に外なり、内なりの各50果について、発生予察要

項のカンキツ黒点病調査基準に準じて行つに

また、勇除した枯れ枝の一部については、果摂枝とそ

れ以外の枝を分別し、 Jj(j昏kで洗った後、シャーレ内の

濡らしたろ紙の上に並べて湿室状態に3日間保ち、

白1lletotrichUlllsp.の胞子塊の形成率を調べた。

2）防除剰の選抜

(1)試験1

多発生現地ほ場の「南津海」を用い、 1樹あたり 10

リットノレの霜夜を動力噴霧器で散布し九訴験は1区1

樹3反復とした。薪リは下吉己の4栗到を用し1た。先曜は

2011年8月10日、 9月7日、10月11日の3巨前い、2012

年4月18日に調査を行った。

備考鯖リ：①チオファネートメチル70%水車酬1,000

倍、②ピラクロストロビン6.8%・ボスカリド13.6%水

平日剤2,000倍、③クレソキシムメチル47%水不阿部!J2,000 

倍、④イミベンコナゾール30%水干晴リ4,000倍

(2）試験2

中発生現地ほ場の「南津海Jを用い、 1樹あたり 10

リットルの菊夜を動力噴霧器で散布した。詐験は1区1

樹3反復とした。薬剤は下記の4栗到を用いた。支店里は

2012年9月7日、 10月4日の2回行い、調査は2013年

4月25日に行った。

仇司諜劉：Q)イミノクタジンアルぺシル酸塩30%水和

剤1,000倍、②クレソキシムメチノレ47%1J守口剤2,000倍、

③ヒ。リベンカルブ40%水手掛!J2,000倍、④チオファネー
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ともに認められる。

症状ごとの発生果率と発病度については、さひ漉状

はそれぞれ13.4%、5.1、網目症状は28.1%、7.7、褐

色斑点症状は 1.2%、0.2で、あった（第1表）。さひ漉状

と網目症状の違いは、さひ涯状は果皮の油胞上と油胞

聞のいずれにも褐色の小さな斑点が認められるのに対

し、網目症状は油胞聞のみであり、斑点の色について

は違いがなかった。一方、油胞上にも少数の斑点があ

る網目症状もあること、さひ涯状と健全部の境には網

目症状が認められることから、さひ涯状と網目症状は

程度の差によるi蹴的なものであると考えられた。褐

色斑点lftE状はさひ涯状または網目症状と混発していた。

トメチル70%水車口剤1,500倍

(3）試験3

多発生現地ほ駒コ「南津海」を用い、 1卦支あたり 3

リットルの霜夜を動力噴霧器で散布しむ誌験は1区1

卦支3反復とした。薬剤は下記の9薬剥を用いた。虹盟

は2012年8月16日、 9月19日、10月15日の3町子し＼

2013年5月7日に調査を行った。

供誤課請し①ピラクロストロビン 6.8%・ボスカリド

13. 6%1J<fp剤2,000倍、②クレソキシムメチル47%水和

剤2,000倍、③ジエトフェンカノレブデ12.5%・チオファネ

ートメチル52.5%7悶晴リ1000倍、④イミノクタジンア

ノレぺシル酸塩40%7悶晴iJ1, 000倍、⑤チオファネートメ

チノレ 70%水和剤 1,000倍、⑥ジチアノン 42%水和剤

1,000倍、⑦イミベンコナゾール30%水平I削4,000倍、

③フ。ロヒ。ネブ70%水干晴IJ500倍、 R3ーヒドロキシキノリ

ン銅35%水和剤600倍

3) 3月の薬斉l撒布の効果

多発生現地ほ場の「南津海」を用い、 1樹あたり 10

リットノレの霜夜を動力噴霧器で散布した。 5鵡剣士1区1

樹3反復とした。菓請リはチオファネートメチノレ70%水和

剤 1,500倍を用いた。虹鯉は発病拒瑚の2014年3月31

日に行い、調査は2014年5月9日に行った。

結果

発生状況および発生推移

1）発生状況

調査した全ての「南浄海Jほ場でさU吠汚染果が認

められ、ほ場による発生程度の差が大きかった（第1

表） 。調査で認められた症状は、大きく分けて次の3

症状で、あった（第1図） 。

①さひ涯状・主に果実の上宮防も赤道面にかけて見ら

れ、果面が褐色になる。流れたように発生しているも

のもある。網目症状の中心部に見られる場合が多い。

本庄伏が果梗部周辺に発生する場合、着色遅れの果実

と類似して見える。発生部を拡大すると、褐色の小さ

な斑点が油胞上や油胞聞に密集して発生しているもの

や亀裂が生じているものがある。

~軒目症状 さひ涯状と同様に果面が褐色になるが、

さひ涯状に比べてあまり目立たない。病斑部を拡大す

ると褐色の小さな斑点が主に油胞聞に認められるため、

網目状に見える。

引骨色斑点症状：前記二症状より斑点が大きく、やや

へこんだ褐色斑点がみられる。さひ狂状や網目症状と

第l図 「南津海」におけるさび果病の病徴
a さび症状、 b さび症状 （果梗周辺に発生）
c 網目症状、 d 褐色斑点症状

筆l表 「南津盗｜におけるさび果病の発生:lt;i兄

ほ場
症状

さぴ症主 網目症店主 褐点斑点症些 全ての症状

A 
1. 0 18.6 。 18.6 
0. 1 2.9 。 2.9 

B 
5.9 55.9 7. 8 59.8 
3.9 23.4 1. 7 25.9 

c 17.6 18.6 。 21. 6 
7.0 3.5 。 8. 1 

D 
13. 7 14. 7 。 14. 7 
4.8 2.4 。 4.9 

E 
44. 1 49.0 。 50.0 
16.9 10.6 。 18.6 

F 
4.9 11. 8 。 12. 7 
2. 1 3.4 。 4.3 

G 
17.6 22. 5 。 23. 5 
5.3 5.2 。 7.3 

H 
2.0 33.3 2.0 36.3 
0.8 10. 1 0.3 10.8 

平均
13.4 28. 1 1. 2 29. 7 
5. 1 7. 7 。.2 10.4 

調査月日 A～G 2013年4月23日、H 4月初日
上段 発病率、下段 発病度
発病度 病害虫発生予察要項のカンキツ黒点病調査基準による

2）発生推移
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sp.と考えられる糸状菌がそれぞれ 97.2%、73.0%の

率で分離された（第2表）。

康彦・棟居和之・兼常

さび状汚染症状の発生した果皮からの菌の分離率

分離率（覧）

Col /otot ric/wm叩その他糸状菌 なし

さぴ症状 36 97.2 2.8 0.0 

網目症状 37 73.0 21.6 5.4 

健 全 35 17.1 5.7 77.l 
褐色斑点症状は、さび症状や網目症状と混発していたため分離しなかった

置床数

第 2表

分離組織

3年間の調査において、 3月中旬まではいずれの症

状も認められなかった。網目症状は2012年は4月上旬

から、2013年と 2014年は3月下旬から発生が認めら

れた。さLftiE状と褐色斑点症状同伺目症状の発生後に

増加した。いずれの症状も収穫直前の4月下旬から5

月上旬まで士自加した（第2図、第3図、第4図）。また、

発生は外なりの果実で多し、傾向が認められた（第2図）。

村本

2）接種試験

「南津海」の果実に、さひ涯状から分離したY04菌

株を培養枝により接種した結果、すべての果実で網目

症状が、また 20.0%の果実で褐色斑点症状が発生した。

さび症状については発生が認められなかった。一方、

無接種の果実では、さひ漉状は認められず、網目症状

が25.0%の果実で発生した（第3表、第5図）。

「南津海シードレス」の果実にY04菌株の分生子液

を接種した結果は、33.3%の果実にさひ漉状が、50.0%

の果実に網目症状が発生した。褐色斑点症状について

は発生が認められなかった。無接種の果実ではいずれ

の症状も認められなかった（第4表、第5図）。

4月27日2月29日 3月21日

調査日

「南津海Jにおけるさび果病の着果部位別発生推移
調査場所 j耳防大必Ill］現地岡場、調査年JI 2012年l月～4月
発病度病害虫発生予察要項のカンキツ異点病調査i基準による

4月10日3月30日

ー圃』ー外なり果発病率

・4・外なりJnご発病度
圃『炉ー内なり果発病率

・・岨・・ 内なり果発病度

2月10日1月20日
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80 

第2図
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%

・
発
病
度

第 3表

発病度

5 

処理

c. 
g]oeosporioides 

接種

12 

品種 ．南津海
接種： 2012年8月13日、調査 2013年5月1日、接種菌株 Y04 
発病度 病害虫発生予察要項のカンキツ黒点病の調査基準による

無処理

岨圃ーーさび症状発病率

，唱ー さび疲状発病度

圃司F・網目症状発病度

···~·· 網目症状死病度

圃4』帽 f白色斑｝，~Ji状発lil率

四 日－ m色l¥E点症状発病皮

100 

発 80

病
率 60

% 

発 40

病
度 20

0 

2月25日

第 4表

5月l日4月26日

発病度

品種南津海シードレス
接種 2013年8月7日、調査 2014年5月9日、接種菌株 Y04 
発病度 病害虫発生予察要項のカンキツ黒点病の調査基準による

6 

6 

4.8 

11. 9 

0 

0 

0 

0 

処理

c. 
g]oeosporioides 

接種

無処理

園噌ー・さび症状発病率

・噌ー さび症状発病度

・噌田・網目症秋発病度

・・喧・・ 網目症状発病度

ー司炉・褐色斑点痘＃：発病率

-o-圃m色斑点iJfil:tJ：発病度

C. g] oeosporioides接種によるさび状汚染症状の再現

調査 発病率
症状

果数

さび症状 。
網目症状 100.0 

褐色斑点症状 20.0 

さび症状 。
網目症状 25.0 

褐色斑点症状 0 日目.../J." 
..... .g・・－－－・・・・溢・

3月11日 3月25日 4月10日

調査日

第3図 「南津海Jにおけるさび果病の発生推移
調査場所 l司防大品町出家ほ、 ;(l'j盆年JI 2013年2月～5月
発病度病寄虫発生予察要項のカンキツffi1日病;(l'j査基準による

C. g]oeosporioides接種によるさび状汚染症状の再現

調査 発病率
症状

果数

さぴ症状 33. 3 

網目症状 50.0 

褐色斑点症状 。
さび症状 0 

網目症状 。
褐色斑点症状 。

!OJ 

80 

60 

発

病

率

%
・
発
病
度

40 

20 

5月2日3月31日 4月10日

調査日

第4図 「南津海Jにおけるさび果病の発生推移
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第5図 Y04菌株（Colletotrichumsp.）接種によるさび状汚染症状の再現
a f南沖海J 、接種 2012年SJl13日、 l.tl企 2013年SJI1日、 接舵菌株 Y04 
b 「南井上海シードレスJ、扱組 2013年8月7日、利宣 2014年5月9目、

接的i菌株 Y04 

3）病原菌の同定
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Colletotrichum 

発生原因

1)さび状汚染果からの菌の分離

さひ涯状、網目症状の認められる果実から、培地上

に鮭肉色で粘質な胞子塊を形成する

2 



カンキツ「南津海」におけるさび果病の防除対策

さひ涯状から分離された T03、網目症状から分離さ

れたY04の2菌株の分生子および付叡まの形態は、

C. gloeosporioides （山田ら， 1965；稲田 ・山口， 2006)

と一致した（第5表）。また、 PCRを行った9菌株（さ

ひ涯状6菌株、網目症状3菌株）についても全てで

C. gloeo早 orioidesに特異的な増幅断片が認められ、

これらの菌はCgloeosporioidθsと同定された（第6

図）。

第5表 分離菌株の分生子および付着器の形態
f車線または既知種 分生子 付il'f探

文献（分雄源） 形盤 是主（Mm) 自fil(Mm) の1[!,態

T03 （雨袷海） n直な円筒形で 10. 4～18. 9 4. 7～5. 7 卵形～
同t舗が丸い (15. 6) (5. 0) 不整形

Y04 （南津海） n庇な円筒形で 12. 3～17. 9 3. 8～5.2 卵形～
両端が丸い (14. 9) (4. 7) 不整形

ιgloeosprioidcs 真直な円筒形で 7.5～27. 5 山田ら
（ナツミカン） 両端がメu、 (1965) 

ιglocosprioidcs 真直な円筒形で 13. 8～17. 5 5～5. 8 卵形～ 稲田 ・山口
Cs-1 （イチゴ） 両端が丸い (15.1) (5. 5) 不控形 (2006) 

ιgloeospt ioides 真直な円筒形で 15. 0～18. 0 5～5. 8 卵形～ 稲田 ・山口
Cs-3 （イチゴ） 両端が丸い (17. 4) (5 5) 不整形 (2006) 

分生干の（ ）は平均値

1 2 3 4 5 6 7 8 M 9 10 

第6図 特異的プライマーを用いたCgloeosporioidesの検出

1 :T03. 2: TYOI. 3: Y03, 4: 1'02, 5: 1"03, 6: G3, 7: Y的 ，BA2. 9:C3, t o ： ~o55 （イチゴ版誼病

的） ,ll: lOObpラゲー， プライマー Cglnt, 1TS4 

なお、 Y04菌株の接種試験では、網目症状及びさひ涯

状の発生が確認され、双方から Cgloeosporioidesが

分離された。

以上のことから、現地でさひそ伏汚染果と呼ばれてい

る症状は、 Cgloθosporioidθsによるカンキツさび果

病と診断された。

3 防除

1)耕種的防降、

「南陸海」に発生するさひ吠汚染果は、8月の1回

の枯れ枝勢除により、外なりの果実では発生度3.9が

0. 3に、内なりの果実では 1.0が0.1に軽減され、枯

れA支努除による防除効果は大きかった（第7図）。

また、現除した果梗枝の 10%に、白lletotrichum属

菌の鮭肉色の分生子塊が形成され、果梗枝以外の枯れ

枝には形成されなかった（第8図）。

2）防除薬剤の選抜

多発生ほ場で実施した調負1では、供試した4種類

の薬剤のうち、ピラクロストロビン6.8%・ボスカリ
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第7図枯れ枝菊除が 「南津海Jのさび果病の発生に及ぼす影響

枯れ北支脅ITI徐は2011年日月10日、 1区 1樹3反復、慣行栽培農家ほ場
民符号聞には、Tukeyの多量比較により5財く準で有意性あり
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第8図 枯れ枝の種類の違いによるColletotrichumspOコ分生子塊形成率
201 l年8月JO日に「南湾海jの枯れ校をせん除し、果梗技とその他に分別
し、湿室lこ3日間保持した後、白llctotrichumspの鮭肉色の分生子塊形成
串を潤悲した

ド13.6%水和剤2,000倍、チオファネートメチル70%

水和剤1,000倍、クレソキシムメチル47%水和剤2,000

倍の散布区で発生が少なく、高い防除効果が認められ

た（第9図）。
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第9図 「南津海」さび果病に対する各種薬剤lの防除効果
i¥I!剤散布 201 l年B月JO日、 9月7日、10月ll目、細査 2012年4月18日、 1区

1樹3反復、慣行栽培l良家ほ場、発病度は病害虫発生予娯要項のカンキツ思l点
病問査必準による

中発生ほ場で実施した訴験2では、イミノクタジン

アルベシル酸塩30%水和剤、クレソキシムメチル47%

水和剤2,000倍、ピリベンカノレブ、40%水和剤2,000倍、

チオファネートメチノレ70%水和斉リ1,500倍のいずれの

散布区も発生が少なく、高い効果が認められた（第10

図）。
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第10図 「南津海」さび果病に対する各種薬剤の防除効果
薬剤散布 2012年9月7日、 JO月4日、別査 2013年4月25日、 l区 1樹 3反復、
慣行栽培股家ほ場、発病度は病密虫強生干察要項のカンキツ凪li.lil日目査主主単による
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第11図 「南津海」さび果病に対する各種薬剤の防除効果
薬剤散布 2012年8月16日、 9月19日、 10月15日、調査： 2013年 5月7目、 1区1樹 3反復、

慣行栽培農家ほ場、発病度は病害虫発生予察要項のカンキツ黒点病調査基準による

具符号聞には、 Tukeyの多重比較により鍬水準で有意性あり

多発生ほ場で実施した誤験3では、 9種類の薬剤の

うち、ピラクロストロビン6.8%・ボスカリド 13.6%

水和斉IJ2,000倍、クレソキシムメチノレ47%水和剤2,000

倍の散布区で発生が少なく、高い効果が認められた。

また、ジエトフェンカルブ 12.5%・チオファネート

メチル52.5%水干晴IJ1, 000倍、イミノクタジンアノレく

M噌 姐40%水和斉IJ1, 000倍、チオファネートメチル

70%水和剤 1,000倍、プロピネブ70%水干晴lJ500倍、

8 ヒドロキシキノリン銅 35%水和剤 600倍も効果が

認められた（第11図）。

3) 3月の薬剤散布の効果

症状が認められ始める3月下旬にチオファネートメ

チル水車瞬lを散布した結果、無散布区と差がなく、防

除効果は認められなかった（第12図）。
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第12図 3月の薬剤散布によるさぴ果病の防除効果

薬剤散布 2013年3月31日、調査 2014年5月9日

薬剤。チオファネートメチノレ70覧水和剤1500倍

発病度 病害虫発生予察要項のカンキツ黒点病の調査基準による

さび症状 褐色斑点症状

考察

さび状汚染症状のうち、さび症状と網目症状から

白，lletotrichum属菌が高率で分離された。分離された

菌を「南津海jおよび「南津海シードレス」に接種す

ると、これらの症状およU潤色克有産状が再現された。

カンキツ類に褐色のさひ涯状を示す病害としては、

C.gloeo抑 1rioidesによるさび知丙が知られており

（山田ら， 1965）、「南津海」と「南津海シードレスJの

さび伏汚染果は、さび知育によるものと診断された。

カンキツさび駒丙については、生態明！方除法につい

ての詳しし、研究が行われており、枯死して半年以内の

果梗で炭痘病菌の胞子形成能やナツミカン果実に対す

る感染力が大であること（田中， 1967）、果実への感染

時期は6月から 10月で（田中， 1967）、感染してもすぐ

には発病せず、長期間果皮内に潜伏した後に発病する

こと（田中， 1968b）、日照が病勢の進行を助長すること

（田中， 1968b）などが明らかにされている。また、レ

モン、ブンタン、グレープフノいーツ、ダイダイなどは

激しく発病し、スイートオレンジやユズ、ウンシュウ

ミカンなどのマンダリン類はわずかな例外を除し、て発

病しないなど、品種によって発病に大きな差があるこ

とを報告している（田中， 1968a）。一方、「南津海Jの

種子親である 「カラJマンダリンには発病を認めてい

ないが（田中， 1968a）、本訴験において、「南津海」に

はさび果病が発生し、問題となることが明らかとなっ

た。

本病の防除方法については、伝染源、が枯れ枝である

ことから、枯れ枝努除による防除効果について検討し

た。その結果、枯れ枝努除区では、無処理区に比べて

発生が顕著に少なくなり、防除効果が認められた。

また、着果部別の調査では、内なり果よりも外なり

果で発生が多い傾向が見られた。岡崎らは、「南津海」

の耕音対去についての研究の中で、外なり果や樹冠上

部の大果は浮皮や退色が発生しやすく含核数が多いこ

とから、これらの果実を中心に摘果を行い、葉裏の果

実を積極的に利用することを報告しているが（岡崎 ・

池田， 2007）、さび駒丙の被害軽減の

えられる。

薬剤防除については、プタホーノレ水和剤、ジネブ水

平晴IJなどが有効との報告（田中ら， 1968）があるが、前

n
u
 

q，臼



カンキツ「南津海」におけるさび果病の防除対策

記二薬剤は現在農薬登録がなく、使用できない。本試

験では、野菜や果樹類で炭症病の防除に使用されてい

る薬剤について防除効果を検討した。その結果、ピラ

クロストロビン・ボスカリド水和剤、クレソキシムメ

チノレ水和剤、ピリベンカルブ水和剤、チオファネート

メチル水和剤、ジエトフェンカルブ・チオファネート

メチノレ水和剤、イミノクタジンアノレベシル酸塩水和剤、

プロピネブ水和剤、 8ーヒドロキシキノリン銅水和剤で

効果が認められ、なかでもピラクロストロビン・ボス

カリド水和剤、クレソキシムメチル水和剤｜の効果が高

かった。さび果病に登録のある薬剤は、 2014年までは

マンゼ、ブ水和剤、ジチアノン水和剤、有明静岡水和剤の

みで、あったが、 2015年にピラクロストロビン・ボスカ

リド水和剤が炭症病（さび果）に登録拡大され、「南津

海jや「南津海シードレス」のさび果病防除に使用が

可能となった。

「南津海」では6月から 9月上旬まで黒点病対策とし

てマンゼブ水和剤を中心に防除が行われており、さび

期丙の被害軽減にも有効と考えられる。しかしながら、

さび果病の感染時期は6月から 10月下旬までで、主感

染時期は9月中旬から下旬であること、近年秋が高温

多雨の傾向にあることを考慮すると、マンゼブ水和剤

やピラクロストロビン・ボスカリド水和剤による 9月

中旬以降の追加防除が必要と考えられる。

なお、 3月下旬の薬剤散布の効果は認められなかっ

たことから、感染前の予防散布が重要と考えられた。

摘要

「南津海」には、収穫直前に果実の一部が褐色に変化

する症伏が発生し、外観品質が著しく低下することが

生産者の間で、問題となっている。発生部からの菌の分

自幹接種諒験の結果、本症状はCgloeo早orioidθ＇Stこ

よるさび果病であることが明らかとなった。

防除対策として、枯れ枝の勇除や外なり果の摘果が

有効と考えられた。また、防除効果の高い薬剤として、

ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤、クレソキシ

ムメチル水不晴ljを選抜した。
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