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トリフロキシストロビンのテンサイ病害に対する防除効果

渡辺英樹・古川　創・内野浩克

（日本甜菜製糖株式会社，芽室町，〒082－OOO5）

　　　　　　　E盤ct　oftrifloxystrobin　on　the　control　ofsugar　beet　diseases，

　　　　　　　　HidekiWatanabe，SouFurukawaandHirokatsuUchino

　　　　　　　（1W即onβθα3㍑gα7雌．Cα，L鼠Memuro　O82－0005，Japan）
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摘要
　ストロビルリン系殺菌剤，トリフロキシストロビン

のテン・サイ黒根病，根腐病，葉腐病及び褐斑病に対す

る防除効果を検討した．本剤は，これら4病害に対し

て防除効果が認められた．黒根病に対しては，対照と

したフルアジナム苗床潅注とアゾキシストロビン株元

散布の組合せ処理より効果が劣った．根腐病に対して

は，アゾキシストロビンと同程度の効果が認められた。

葉腐病に対しては，少発生条件において，フルトラニ

ルと同程度の効果が認められた．褐斑病に対しては，

接種による甚発生条件において，1，印0倍液1000／10a

（有効成分量として16．7g　a．i．／10a）処理で、対照の

マンゼブ500倍液100＠／10a（150g　a．i．／10a）処理よ

り明らかに発病程度が低下し，顕著な防除効果が認め

られた。

緒言
　トリフロキシストロビンは，ストロビルリン系の新

剤で，広範な抗菌スペクトラムを有し，藻菌類，担子

菌類，不完全菌類に属する植物病原糸状菌に対して強

い抗菌活性を示すとされる（目本植物防疫協会，2004）．

北海道におけるテンサイの主要な病害としては，テン

サイ黒根病（病原菌は卵菌類のイρ加刀o卯oθ5

000hlfof4θS），根腐病（病原菌は担子菌類の
肪∂澱㌍ρho1αS　Oど0α肥－f5（不完全世代は価fzO砿0ηfa

so1∂厩第2群第2型）），葉腐病（病原菌は根腐病と

同一）及び褐斑病（病原菌は不完全菌類の0θ鴬05ρo畑

加がoo1∂）を挙げることが出来る．これらの病害に対

しては，現在，複数の殺菌剤による防除が行われてい

る．本剤のこれら4病害に対する防除効果と特徴を検

討したので報告する．

材料及び方法

　黒根病と根腐病は2001年に，葉腐病は2004年に，

褐斑病は2005年に，帯広市内の当社試験圃場において

防除効果を検討した．

1．供試薬剤

　トリフロキシストロビン25％フロアブルを用いた．

対照薬剤として，フルアジナム50％水和剤（黒根病），

アゾキシストロビン20％フロアブル（黒根病及び根腐

病），ペンシクロン50％穎粒水和剤（根腐病），フル

トラニル40％フロアブル（葉腐病），及びマンゼブ75％

水和剤（褐斑病）を用いた．

2．散布方法

　苗床潅注は，所定の濃度に希釈した薬液を，1㎡あ

たり30（紙筒1冊あたり10）の割合で，如雨露を用

いて潅注した．株元散布は，薬液を10aあたり200珍の

割合で，除草剤用ノズルを装着した背負式全自動噴霧

器を用いて散布した。茎葉散布は，薬液に展着剤（非

イオン界面活性剤，商品名「ラビデン3S」，希釈倍数

5，000倍）を加用し，10aあたり100⑫の割合で，通常

ノズルを装着した背負式全自動噴霧器を用いて散布し
た．

3．耕種概況

　供試品種は，黒根病の試験には「EDDA」，他の3病

害の試験にはrのぞみ」を用いた．1区面積は，褐斑

病は11．0㎡（畦長4．2m，畦幅66cm，4畦），他は

14．4㎡（畦長6m，畦幅60cm，4畦）とし，乱塊法，

4反復で実施した．播種及び定植月日は，各々，黒根

病では3月13日，5月7目，根腐病では3月13目，

4月26日，葉腐病では3月9日，4月29日，褐斑病

では3月10目，4月29日である．育苗，施肥等は全

て慣行の栽培法によった．

4．病原菌の接種方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　黒根病，根腐病，褐斑病の防除効果は，病原菌を接

種して検定した．黒根病は，保存病原菌株（オ．

ooohlfofdθs）を改変オートミール培地，25℃で15目

間静置培養した後，培地ごとホモジナイズし，同時に

蒸留水を加えて卵胞子濃度を調整し，移植直前（5月

7目）に，苗1本あたり卵胞子ユ05コの割合で，如雨

露を用いて苗床に潅注して接種した．根腐病は保存病

原菌株（児301∂ηf第2群第2型）を大麦粒培地，25℃

で14目問静置培養した後に風乾し，6月中旬（6月

14目）に，1㎡あたり5gの割合で，圃場のテンサイ

株元の両側に浅く混合して接種した．褐斑病は，前年

に採取した褐斑病罹病テンサイ葉を，風乾して粉砕し，

褐斑病の初発時期（7月20目）に，1mあたり0。5g

の割合で，各試験区の境界の畦間に手撒きをすること
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により，接種を実施した．

5。発病調査

　黒根病は黒根病発病調査基準（梶山・田中，2000），

根腐病，葉腐病はてん研法，褐斑病は北海道法（てん

さい調査基準作成委員会，1986）の指数0～5により，

試験区の内2畦の30～40個体を，株ごとに調査した．

黒根病は9月19目に発病を，根腐病は7月4目に発病

を，10月17日に根重を調査した．葉腐病は8月23目

に発病を，褐斑病は8月5目，24目，9月6目，26
目に発病を調査した．

結　果

　病害別の各供試薬剤の処理方法，処理量及び処理月

目を表1に示した．黒根病に対するトリフロキシスト

ロビン100倍液（有効成分量として15ga．i。／10a）の

苗床潅注と1，000倍液（50g　a．i．／10a）の株元散布の

組み合せ処理は，接種による中発生の条件において，

無防除と比較して9月中旬の発病株率，発病程度が低

かった．しかし、対照のフルアジナム100倍液（30g

a．i．／10a）の苗床潅注とアゾキシストロビン1，500倍

液（26．7g　a，i．／10a）の株元散布との組み合せ処理と

比較すると，防除効果はやや劣った（図1）．根腐病に

対する本剤2，000倍液（25g　a．i．／10a）の病原菌接種

後の株元散布は，甚発生の条件において，無防除及び

ペンシクロン1，000倍液　（100g　a．i．／10a）の株元散

布と比較して，7月上旬の発病程度が低く，収穫期に

根重が高くなった．これらは何れもアゾキシストロビ

ン2，000倍液（20g　a．i．／10a）の株元散布と同程度だ

った（図2）．葉腐病は少発生の条件ではあるが，本剤

2，000倍液（12．5g　a，i．／10a）の茎葉散布は，無防除

と比較して8月下旬の発病程度が低く，フルトラニル

1，000倍（40g　a．i．／10a）の茎葉散布と同程度となっ

た（図3）．褐斑病に対する本剤1，500倍（16．7g

a．i．／10a）の茎葉散布は，接種により9月以降の発病

程度が急激に増加する甚発生の条件において，無防除

と比較して発病程度が顕著に低く抑えられ，マンゼブ

500倍（150ga．i．／10a）の茎葉散布と比較しても明ら

かに発病が少なかった（図4）．

表1病害別の各供試薬剤の処理方法，処理量及び処理月日

対象病害 供試薬剤 処理方法
散布濃度

　（倍）

1回当り

　処理量1）処理回数　　処理月日
（ga．i／10a）

黒根病　トリフロキシストロビン　　　苗床潅注
　　　　＋トリフロキシストロビン　＋株元散布
　　　フルアジナム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　十アゾキシストロビン

100
1000
100

1500

15．0

50．0

30．0

26．7
〃

　5／7
6／8，7／5

〃

根腐病　トリフロキシストロビン

アゾキシストロビン

ペンシクロン

株元散布

〃

〃

2000

2000

1000

25．0

20．0

100．0

2

〃

〃

6／25，7／18

〃

〃

葉腐病　トリフロキシストロビン

フルトラニル

茎葉散布

〃

2000

1000

12．5

40．0

2

〃

7／29，8／9

〃

褐斑病　トリフロキシストロピン

マンゼブ

茎葉散布

〃

1500

500

16．7

150．0

4

〃

7／25，8／5

8／24，9／9

　〃
1）10a　たりの 分処理
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考察
　試験結果から，トリフロキシストロビンは検討した

4病害の内、テンサイ根腐病，葉腐病および褐斑病に

卓効を有すると考えられた．本剤のテンサイ病害に対

する圃場での防除効果検定は，植物防疫協会の委託試

験として，2004年から道内の各農業試験場，糖業等で

広く実施されている，今回の結果は，それらの試験結

果とほぽ一致していた（目本植物防疫協会・北海道植

物防疫協会，2004；日本植物防疫協会・北海道植物防

疫協会，2005）．現在，目本において，テンサイに農

薬登録されているストロビルリン系殺菌剤としては，

アゾキシストロビン及びクレソキシムメチルの2剤が

ある．これらの褐斑病に対する防除効果は，マンゼブ

並みと考えていたが，トリフロキシストロビンの

1，500倍液（16．7g　a．i．／10a）散布は，マンゼブの散

布より明らかに発病程度が低く，これを上回る防除効

果があると考えられた．KaradimosandKaraoglanidis

（2006）が行ったストロビルリン系4殺菌剤のテンサ

イ褐斑病に対する防除効果の比較でも，同系統の殺菌

剤であっても褐斑病に対する防除効果には大きな差が

あり，トリフロキシストロビンの効果が最も高かった．

本剤は，今後の褐斑病防除体系を組み立てる上で、有

用な選択肢の1つになると考えている。ところで，殺

菌剤については，多用により薬剤耐性菌が出現する事

例が多数報告されている．現在，テンサイ褐斑病の基

幹防除剤として使用されているDMI剤についても，耐

性菌の出現（Karaoglanidisら，2001），褐斑病菌の感

受性低下（彦田ら，19991工藤ら，2002）が報告され

ている．ストロビルリン系薬剤に関しても，耐性菌出

現の危険性があり，他作物，他病原菌の例ではあるが，

目本においてもOo－即θ5ρo畑o∂ssffoolalこよるキュウ

リ褐斑病についてアゾキシストロビン耐性菌の出現が

報告されている（石井，2003）．アメリカのノースダ

コタ州とミネソタ州では，テンサイの生育期間中に2

～4回の褐斑病防除が実施され，ストロビルリン系薬

剤も使用されているが，耐性菌出現を抑制する観点か
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図4トリフロキシストロビンの褐斑病防除効果
トリフロキシストロビン1500倍茎葉散布一●一

マンゼブ500倍茎葉散布－”日”無防除一☆一

ら，ストロビルリン系薬剤の使用は年1回とするよう

勧められている（Secorら，2006）．北海道における

褐斑病の防除も年4回程度実施され，DMI剤，マンゼ

ブ剤，銅とカスガマイシンの混合剤が主に使用されて

いる．今後，本剤が褐斑病の防除体系に加えられるな

ら，Secorら（2006）と同様の使用回数の制限，輪番

防除の遵守，他剤との混合使用等を検討し，耐性菌出

現を抑制しながら，効果的な使用体系を構築していく

必要があると考える．
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