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スイカ果実汚斑細菌病の防除対策
スイカ果実汚斑細菌病はAcidovorax avenae

subsp.citrulliにより引き起こされるスイカの重

要病害で、我が国では1998年5月 に山形県で初

めて確認され、同年10月 に山形県から発生予察

情報特殊報が発表された。また、同時に農林水

産省から採種、育苗、栽培の各段階における予

防対策及び本病と疑わしい症状が見られた場合

の対応策が示され、こ

れをもとに都道府県及

び(社)日 本種苗協会

により防除指導体制の

整備が図られた(本 誌

57号 参照)。 さらに本

病に対する農薬登録の

適用拡大、独立行政法

人農業技術研究機構野

菜茶業研究所による種

子消毒法の開発普及、

植物防疫所及び病害虫防除所 による侵 入警戒調

査などの対策によ り、2000年 には全国で発生が

な く終息が期待 されたが、2001年 は新たに3県

で発生が認め られた。本誌 ではこれまでも本病

の病徴や生活環、診断方法、防除対策な ど(48

号、55号 、57号 、58号 、61号)に ついて紹介 し

てきたが、ここでは2001年 の発生状況 を踏まえ、

野菜茶業研究所、山形県園芸試験場による試験

研究の成果 を盛 り込んだスイカの育苗、栽培 に

お ける本病 への対応策 を改め て紹介 し、参考 に

供 したい。

発生生態

○種子伝染する。土壌伝染 は確認 されていない。

○病原細菌はスイカ種子内で1～2年 間生存 でき

る。

○病原細菌 は高温 を好み、多湿条件下 でまん延

しやすい。

○育苗時の頭上灌水により、周囲の健全苗に伝

染する。早期に感染 した苗は発病するが、後期

感染した場合は無病徴感染苗となる。

○発病株への接触(接 木作業、つる引き等の管

理作業)に よって健全株に感染する。

○着果後1週 間以内の果実は発病 しやすい。

○着果後2～3週 間の果実は無傷でも感染する。

○果実上の病斑は、通

常日の当たる部分に見

られるが、品種によっ

ては接地面やその近隣

にも見られることがあ

る。

○無病徴感染苗の葉面

上で、病原細菌は少な

くとも3週 間は生存 し、

発病に好適な環境にな

ると病斑を形成して周

辺への2次 伝染源とな る。

○薬剤防除によ り病勢の進展が止 まっても、病

斑が残 っていると伝染源になることがある。

○ 自然発病 はスイカ、 ハネデ ューメロン、 カン

タ ロープメロン、 キュウ リ、 カボチ ャ、 シ トロ

ンメロン(野 生のウリ科雑草)で 報告 されている。

接種試験 ではメロンやウ リ科雑草(ア レチウ リ、

カラスウ リ)に も病原性 を示す。

防除対応

1育 苗期

○スイカ種 子は本病 への消毒済み又は検定済み

であることを確認 して使用する。

○苗床 を含 む育苗用資材 は清潔な もの又は消毒

済みのものを用いる。

○接木用ナイ フ等 の器具類 は、次亜塩素酸カル

シウム液(500～1000倍)、 エタ ノール(70%)

のいずれかに浸漬 し、消毒する。

発病果実の病徴(自然発病)



○スイカ種子は播種前にロット番号を記録 し、

同一ロット毎に播種、育苗する。

○苗床では病原細菌の分散を防止するため、灌

水を慎重に行い、多湿状態にならないように水

管理に十分注意する。

○発芽直後、接木時、養生終了時及び台木の側

芽除去時によく観察し、異常があれば記録する。

○スイカ苗の出荷時に配布先、配布本数及びス

イカ種子のロット番号を記録する。

2ほ 場への定植から収穫期

〇一度発生が確認されたほ場ではウリ科作物の

連作を避け、2年 以上の間隔をあけて栽培する。

○定植前にほ場内及びほ場周辺のアレチウリ、

カラスウリなどのウリ科雑草を除去する。

○定植前にスイカ苗に異常がないかを確認 し、

罹病苗の持ち込みを防止する。

〇一般的なスイカ病害虫の防除を徹底 し、ほ場

の衛生管理に注意する。

○収穫まで本病と疑わ しい症状の発生に注意す

る。特に葉及び果実上に現れる特異的な病徴に

注意する。

スイカ子葉の病徴(接 種病徴)

3疑 わしい症状が発見された場合

本病と疑わ しい症状が見られた場合、都道府

県、野菜茶業研究所及び植物防疫所が連携協力

して速やかに診断を行う。

発生が確認された場合は本病の発生源を特定

し、適切な対策を講じるため、都道府県と植物

防疫所は連携 して同一ロット種子及び苗の追跡

調査を行い、この結果に基づき、関係者が連携

して以下により対応する。

○同一ロット種子の苗は苗床とともに焼却又は

埋没する。

○発生が確認された育苗施設内の苗には、薬剤

散布を早急に行う。

対象作物名

スイカ果実汚斑細菌病適用農薬

:スイカ

一般名 農 薬 名 希釈倍率　 使用時期/回数

銅 ・

メ タラキ シル剤

リ ドミル銅水和剤

三共 リ ドミル銅水和剤

日農 リ ドミル銅水和剤

800 〈7/3〉

有機銅水和剤 キ ノン ドー水和剤C40

ドキ リンフロアブル

800　 〈10/5〉

〈前 日/5>

オキサジキ シル ・

銅 水和剤

サ ン ドファンC水 和剤 　 500

明治サ ン ドファンC水 和剤

ホクコーサンドファンC水和剤

〈3/3〉

カスガマイ シン・

銅 水和剤

カス ミンボル ドー

カ ッパー シン水和剤

1000　 〈前 日/5〉

注)使 用時期/回 数の例 えば〈7/3〉は、収穫7日 前まで3回以内使用の意。

○同一ロット種子の苗がほ場に定植されている

場合は、原則として全株を抜き取り、処分する

が、それが困難な場合は以下の対策を講じる。
・交配前及び降雨後を中心に薬剤散布を行う。

・摘心、摘果、摘芽などの作業は晴天時に行う。
・徹底した発生調査を行う。
・発生が確認された場合は、原則として株単位

に抜き取り、処分する。また、土、器具、資材

に付着した病原細菌を他のほ場にまん延させな

いように細心の注意を払う。

・収穫後のウリ科雑草を含む植物残さは伝染源

にならないように適切に処分する。
・収穫 ・選果にあたっても、果実での症状が見

られないか十分に注意する。

本病の発生を未然に防止するためには、健全

な種子を用いることが最も重要である。そのた

めに採種栽培においては上記の防除対応をより

厳密に行う必要がある。また、野菜茶業研究所

は本病に対するスイカ種子消毒技術を開発し、

普及に努めている。スイカ種子生産現場におけ

る活用が望まれる。

スイカ栽培に関わる全ての関係者が本病への

防除対策に努め、我が国における発生が終息に

向かうことを期待 している。

本病 の診 断方法 、 スイ カ種 子 消毒方 法等 の詳細 に

つ いての問 い合わ せ先

独立行 政法人 農業技術 研究機構 野菜茶 業研究所

TEL 059-268-4641 FAX 059-268-1339

横浜植 物防疫 所調査研 究部

TEL 045-622-8847 FAX 045-621-7560

写真提供:山 形県園芸試験場 加藤 智弘氏
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