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ウリ類の主要病害虫

ウリ類は，沖縄において，昔から重要な野菜と

して親しまれてきた。とくに夏の野菜不足時に出

回るニガウリ，スイカ，カボチャ，トウガなどは

たいへん貴重な存在であり，キュウリも近年で

はビニールハウスの利用，幅広い栽培時期をもつ

品種の出現，栽培技術の進歩などによってほとん

ど年中市場にあらわれるようになった。しかし

本来適期でないときに栽培すると病害虫が異常発

生することがしばしば承られ，また沖縄において

は湿度の高いことが病害の発生を助長しているよ

うである。とくにスイカ，キュウリ，あるいは最

近栽培が試承られているメロンなどには，多くの

病害が発生し，しかも抵抗性も非常に弱いのでそ

の対策を講ずることは，栽培上当然要求されるこ

とである。

露地とビニールハウスとでは，病害虫の発生に

いくらか差がある。例えば，たんそ病の伝染には

雨をともなった風がおもな要素なので，露地栽培

ではよく発生するがビニールハウス内では少な

い。一方，ピニールハウス内は多湿になる傾向が

あるので，灰色かび病，菌核病，つる枯病など，

多くの種類が大発生することがある。

ウリ類の病害防除のうえで共通する点がいくつ

かある。すなわち，圃場を情けつにすること。い

くつかの土壌病害を同時に予防できるメチルブロ

マイドやクロールピクリンなどによる士壌の完全

消毒，これはとくにピニールハウスなどでは経済

的である。また，ピニールハウス内だと通気をよ

くし，かん水を工夫して多湿にならないようにつ

とめることも大事である。士壌病害からのがれる

ために，抵抗性の強いウリ類を台木として接木栽

培することもよく行なわれる予防法である。

今回は，沖縄で発生するウリ類の病害虫のう

ち，おもなものを選び，宿主との関係，発病ある

いは加害部位，発生時期，おもな防除法を１覧表

にまとめ，さらにその中からいくつかの重要なも

のをぬぎ仕卜して種類毎に写真や図をかかげながら

その発生と伝染，加害，病徴，病原菌や害虫の形

態，防除法などについて解説した。

ウリ類の病害虫１覧表

作物の種類と猿害虫
関係（○は発生可能）

きう|勇ｲ享零ニチ舟ｳﾗｻＩ病害虫名|露加害)部位|灘“ おもな防除法

モザイクはん’全身 年中’○モザイク病 ○ ○’○’○｜発病株の除去。アブラムシの防除○

○'○'二筑二臓二獺雪露希
疫病 全身，腐 春，秋’○ ○ ○

,fFH三円とL三i三Piif三i等iＬ
葉の’よん点ベと病 4～６月’○ ○ ○

茎,葉,果実のはん点うどんこ病

○’’○'二二元7二聯二」春ここ二嘉
葉，果実のはん点炭そ辰ｉ ○’○

排水をよくする。土壌はメチルブロマイ

ドやクロールピクリンで消毒。接木栽培

オーソサイド，ダイホルタンの散布。

つる割病｜立 柏’１２～８月’○’○ ○
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苗立枯病 苗，立枯 土壌消毒
「、

ヒノ

圃湯を情けつにする。マンネブダイセ

ン，ダイホルタンの散布。
つる柏病 立枯（茎，葉） ○ ○８月｜ＯｌＣ

菌核病 茎，果実腐 土壌消毒。病棟の除去。)月ｌＣ

白絹病 茎 土壌消毒。石灰施用。被害株の処分。腐 ○)庭

しき草。病､株の除去。マンネブダイセン

アントラコール，ダイホルタンの散布。

はん点病 葉のＩまん点 ○○ ○O～８月’○’○

ビニールハウス内は発生が多いので換気

をよくする。オーソサイドの散布

灰色かび病 果実のはん点 ６月’○

根こぶ線虫病 ＤＤ，ネマゴンによる土壌消毒根 ○○’○＝正二Ｌｌ－

果実の袋かけ。ダイブロン，デプテレッ

クスの散布。誘致剤の利用。天敵の増殖

幼虫一果実 ○ウリミバエ ○ ○○)月ｌＯｌＣ

苗はポリエチレンでかこう。

EPN，ダイアジノンの散布。

成虫一葉，果実

幼虫一根

○ ○ ○ウリハムシ ○６月’○’○

ＤＤＶＰ，ダイブロン，ダイアジノン，

マラソンの散布。

アブラムシ 葉 ○ ○ ○○○’○晟ﾗＭｉ塁１隈

全体としていちじるしく黄化する。また，葉は萎

縮し，しわを生じ，茎は節間が生ずることと，ひ

どく萎縮することがＣＭＶによるモザイク病の特

徴である。それで，生育初期に発病した株は正常

なしのに比べて生育は極端に悪い。ＷＭＶにかか

ると，非常にはっきりした緑色濃淡のモザイクを

生ずるのが特徴である。新葉に発病するとやや萎

縮黄化し，すかして承ると，はっきりしたモザイ

クがみられるが，葉が伸びるにしたがって萎縮は

Ｌ病

1.モザイク病

害

ＣＭＶ（キュウリモザイクウィルス）

ＷＭＶ（カポチャモザイクウィノレス）

発生と伝染：ＣＭＶは，１３５種以上の植物に

寄生する。ウリ類ではキュウリ，メロン，マクワ

ウリ，セイヨウカポチャなどにしか発病しない。

このウィルスは，１１種類以上のアブラムシによっ

て媒介されるが，モモアカアブラムシとワタアブ

ラムシが代表的なものである。ＷＭＶの宿主範囲

は，ウリ科以外では数種のマメ科植物などに限ら

れる。しかしほとんどのウリ類にはげしいモザイ

クをあらわす。このウィルスもＣＭＶと同じくお

もにアブラムシの媒介によって伝染する。また，

ＣＭＶ，ＷＭＶともにアブラ云診の媒介のほか

に，芽かきやしん止めなどの作業中汁液によって

伝染する。

病徴と病原：ＣＭＶにかかると新葉に黄色の

小さなはん点が無数にあらわれ，そのために葉は 上の写真：モザイク病にかかったキュウリ
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軽くなり，茎の伸長も正常なものに比べてあまり

おとらない。ただ，モザイク症状だけはあとまで

鮮明に残る。

防除：

1．発病株は伝染源となるので，糸つげたらただ

ちにぬきとって処分する。また，周囲にモザ

イク病にかかったそ菜や雑草がみつかったら

できるだけ除去する。

2．アブラムシの飛来を防ぐために目の細かいネ

ットでかこう。

3．アブラムシを防除するため薬剤散布を行な

う。（アブラムシの項を参照）

２．疫病

Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａｓｐｐ・

発生と伝染：春と秋で雨の多い時期は発生が

多い。病植物上に形成された遊走子のうが水中で

発芽し，中から多数の遊走子が泳ぎ出して他の健

全株に伝染するのが普通である。

病徴と病原：茎，葉，果実に発病し，葉に

は，はじめ暗緑色，水浸状の円形あるいは不正形

の病はんができ，湿度の高いときは病ばんはすみ

やかに広がって全葉におよび，あたかも熱湯をか

けたようになる。茎は地際部に発病することが多

く，はじめ少しくぼんだ暗緑色水浸状の病はんを

生じ，この病ばんは急速に広がり，茎のその部分

はいちじるしくくびれる。そのために発病部から

上の茎葉が委ちよう枯死することが多い。果実に

は，はじめくぼんだ暗緑色水浸状の病はんがで

き，すみやかに拡大して全果におよぶ。発病部に

はしわができ，表面に綿のような菌糸を生ずると

ともに軟腐する。ウリ類をおかすPhytophthora

属菌にはいくつかの種類があるといわれている

が，ここではＰ・parasiticaの形態について説

明する。この病菌は，遊走子のう，遊走子，厚膜

胞子，卵胞子などいくつかの種類の胞子をつくる

が，伝染に特に関係の深い遊走子のうと遊走子に

ついてのくると，遊走子のうは，卵円形で，大き

さは30～62.5×２５～42.5低先端に乳頭突起があ

る。発芽すると内容は分割して数個から40個余の

遊走子が泳ぎ出る。遊走子は，卵形に近く，２本

のべん毛がある。大きさは８～１２×５～８〃・約

30分から１時間後にべん毛を失った球形の不動胞

子となり，さらに20～30分後には発芽管を出して

発芽する。この菌の発育最適温度は28～30°Ｃで，

遊走子のう発芽の最適温度は20～24°Ｃといわれ

ている。

防除：

1．しき草をし，雨などによって士中の病菌がは

ねて地上部につかないようにする。

2．病株はぬきとって処分する。

3．排水をよくする。

4．ダイホルタン粉剤を10アールあたり10～15ｋｇ

種まき前あるいは植え付け前に土壌にまぜ

る。

5．発病したらオーソサイド400倍液を散布する。

6．メチルブロマイド，クロールピクリンなど

による土壌消毒は〉他の土壌病害も予防で

きてすぐれている。（は種１カ月前に処理す

る）

上の写真：疫病にかかったキュウリ

下の写真：疫病菌の遊走子のう

４



<，水湿の多いときにいちじるしい。胞子のうば

水中で発芽して１～８個の遊走子を出し，これが

発芽して植物体に侵入して発病をおこす。伝染は

，胞子のうまたは遊走子が雨などによってはじか

れて移動して行なわれるのが普通である。

病徴と病原：下葉から発病し，はじめ葉に淡

黄色の小はん点ができ，これは拡大して淡かっ色

になり，周縁は葉脈に囲まれて多角形となる。病

はん数がふえると葉は枯れて落葉し，下葉からし

だいに上にむかって枯れあがる。湿度が高くなる

と，葉裏にうす紫すず状のかびがみられる。これ

は胞子のう柄と胞子のうである。胞子のう柄は，

１～３本ずつ気孔から出て，上部で３～５回枝分

かれし，その先端に胞子のうを着生する。大きさ

は140～450×５～６｣uである。胞子のうば，レモ

ン形で，先に乳頭突起があり，淡かっ色で大きさ

は22～30×16～20〃。遊走子は２本のべん毛があ

り，これはのちにべん毛を失って球形となり，し

ばらくすると発芽管を出して発芽する。大きさは

直径７～１Ｍ，胞子のうの形成および発芽の最適

温度は15～19°Ｃである。

防除：

1．被害葉を除去する。

2．しぎ草をしく。

3．肥料切れしないように注意する。

4．発病したらマンネブダイセン，ダイセン，ア

ントラコール水和剤などの400倍液あるいはダ

イホルタン水和剤の1500倍液を散布する。

（ダイホルタンは使用法をあやまると皮ふがか

ぶれるので注意すること）

上の写真：疫病菌の遊走子のうが発芽している状

態

中の写真：疫病菌の遊走子のうが発芽して遊走子

が泳ぎ出した

下の写真：疫病菌の遊走子が発芽管を出して発芽

した
bＬ．

３．べと病
F、４．

．PSeudoperonosporacI4bensis:卵

…．（（BerketCIJrt.）Rost．

､発生と伝染：４月から６月にかけて発生が多
上の写真：べと病にかかったキュウリ

５
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⑤ bｅ

Ⅶ

上の写真：うどんこ病にかかったキュウリ

上の図：ベと病菌

4．うどんこ病

Sphaerothecafuliginea（SchL）
Pollacci

発生と伝染：１０月から翌年６月にかけて発生

し，春にはいちじるしい。若葉や老葉では発病が

少なく，中段の成葉に発病が多い。暑い地域での

伝染は，ほとんど分生子が飛散して行なわれるよ

うである。

病徴と病原：茎，葉，果実など地上部をおか

す。はじめ葉や茎の表面に点々とうどんこをふり

かけたような白色のはん点（菌糸と分生子）がで

き）はなはだしいときは葉面全体が白粉におおわ

れる。これはのち灰色に変わる。この病菌は分生

子と子のう胞子をつくるが，沖縄ではほとんど分

生子だけで伝染しているようである。分生子柄

は，無色，円柱形で，その上に４～９個の分生子

をくさり状につくる。分生子は，だ円形または長

だ円形で，無色，単胞，大きさは22～37×12～２

似

防除：

1．発生の初期なら発病葉を除去する。

2．カラセソ水和剤1000～2000倍液またはウドソ

コール水和剤1500倍液を散布する。（ウド

ンコールは葉害がないが，カラセンは高温時

には葉害があるので注意を要する。しかし，

カラセンは約半月間も残効期間があるのにウ

ドソコールは７～10日位だといわれている｡）

靴】

下の図：うどんこ病菌

５．炭そ病

Colletotricllumlagenarium
（Pass.）Ｅ１ＬｅｔＨａｌｓｔ・

発生と伝染：１２月から翌年７月にかけて発生

する。分生子は，粘質物でおおわれているので，

風の糸で飛散することはなく，必ず雨を必要とす

る。そのため，降雨の多い年には発生が多く，ま

た，雨のあたらないハウス内では発生がすぐな

い。分生子は，またウリハムシのあしに付着して

運ばれることがある。

病徴と病原：葉，果実，茎に発病し，葉では

はじめ淡黄色円形のはん点ができ，これは黄かっ

色のはっきりしたまるいはん紋になり，その表面

に同心輪紋をあらわすことがある。乾枯すると破

れる。スイカの果実では，はじめ油浸状の小さな

汚点を生じ，しだいに大きくなって円形の凹はん
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となり，のちに暗かっ色に変わり，小さな黒点

（分生子層）を密生する。湿気が多いと，小黒ﾉ１A

上に肉色の粘質物（分生子）を出す。分生子は，

分生子層中にできる。分生子柄は，円筒形，無

色肝単胞で，大きさは２０～２５×２．５～３ﾉﾙ。分生

子は，だ円形または円柱形，無色，単胞で，大き

さは14～20×５～６〃。この菌の発育適温は22～

28°Ｃの範囲にある。

防除：

発病したらつぎにあげる薬のいずれかを散布す

る。

マンネブダイセンあるいはダイセン水和剤４００

倍液，ダイホルタン水和剤800～1000倍液，アン

トラコール水和剤600～８００倍液，サーバー水和剤

600～800倍液。

6．つる割病

Fllsariumoxisporumf・ｃｕｃｕｍｅｒｉｎｕｍ

Ｏｗｅｎ おもにキュウリに寄生

Ｆ．Ｏ．fniveum（ＥＦＳ、）Snyderet

Hansenおもにスイカに寄生

Ｆ．Ｏ．flaffaeKawai，ＳｕｚｕｋｉｅｔＫ，

Ｋａｗａｉヘチマに寄生

発生と伝染：スイカ，キュウリ，ヘチマなど

に被害が多く，とくにスイカの被害はいちじるし

い。露地では４月から８月にかけて発生が多く，

着果間もない成木に最も多く発生する。ビニール

ハウス内のキュウリでは冬から春先にかげて多く

発生する。土壌伝染および種子伝染を行なう。病

原菌は被害茎や被害根などとともに土中に残り，

これが最も有力な伝染源となる。

病徴と病原：スイカに発病すると，はじめ茎

菜は急に水分を失ったように委ちょうし最初のう

ちは朝夕あるいは降雨のときなど回復したように

設えるが，病勢は急速にすず糸，青枯状態となっ

て枯死する。葉は周縁および先端からかっ色に変

わり，乾燥枯死する。被害株の地ぎわをしらべる

と，全周がかっ色に変色してヤニを出し，また，

しばしばつるに縦の割れ目を生じ，いわゆるつる

割症状になる。根は腐敗して皮部がはげ落ち，

繊維だけになっていることが多い。キュウリにお

いては，苗がおかされると急にしおれ，青枯状に

なって枯死する。成長したものでは，スイカの症

状と同様の病徴になるが，病勢のすすみかたはや

やゆるやかであり，スイカやへチマのように激し

いつる割症状は示さない。スイカつる割病菌につ

いて述べると，この菌は，大小２種の分生子と厚

膜胞子をつくる。大型胞子は新月形で無色，１～

３の隔膜があり，大きさは３２～４２×３～4.ＷＬ。

小型胞子はぼうすい形で無色，単胞で，大きさは

6～１０×３．２～4.0脾。発育の最適温度は24～27°Ｃ

である。最適ｐＨは４５～5.8で相当の酸性を好む

菌である。

防除：

１．畑は，排水をよくし，ちつ素肥料や酸性肥料

の多用はさける。

2．酸性の強い畑は，石灰をほどこして酸度をき

ょう正する。

上の写真：炭そ病にかかったキュウリ

周
囲
⑥

▲

翻
迦
側
Ｕ

周
り

下の図：炭そ病菌と炭そ病にかかったスイカ
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3．畑は，植え付け数週間前に，メチルブロマイ

ドやクロールピクリンなどで完全１１１１識するｏ

4．種子は，オーソサイドで粉衣してからは極す
る。

5．スイカにはユウガオやトウガの台木を１Nい，

キウリにはカボチャ台木を用いて接木する。

6．オーソサイド水和剤500倍液，ダイホルタン

水和剤800倍液を地ぎわ部に１週間おきに注入
する。

些腫
にＩⅡ． 虫

1．ウリミバエ

DacuscucurbitaeCoquillett

発生と加害：八重山と宮古に発生し，その被

害ははげしい。４月から１０月にかけて多く発生す

る。ウリ類のほか，トマト，ナス，パパヤ，モ

モ，バンジロウなど多くの果菜や果実を力Ⅱ害す

る。卵は果実の中に産まれ，ふ化した幼虫は果肉

を加害するので被害果は早熟，落果，腐敗する。

幼虫は第３今老熟期に達すると加害植物から去

り，土壌中でさなぎになる。

形態：成虫は，体長５～８肌で，茨かっ色ま

たは黄赤色。一見小さな蜂ににている。はれの前

縁は黄色で，し脈にそうて数個の暗かっ色の色紋

がある。卵は，長さ約１．３”，白色，細い円筒形

で少し平たい。幼虫は，体長１０内外，乳白色ま

たは黄白色，あしのないうじで，前端はとがり，

尼端にいくにしたがって大きい。さなぎは，長さ

約６，W､，だ円形で黄かっ色。

上の写真：つる割病にかかったキュウリの根

大璽1分

iij
厚膜胞子

'二jliif
輿 生子

上の写真：ウリミバエの加害をうけたヘチマ
巴L二

Ｉ 防除：

1．発生地域から他への寄主植物の移出を禁止す

る。

2．果実の袋かけを行なう。

3．被害果はす承やかに集めて焼き捨てる。

4．プロテイン（Proteinhydrolyzate）を加え

たマラソン剤を数回散布する。

5．合成誘致剤の利用（CuelureやAnysyl

acetoneなど）

下の図 つる割病菌
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ウリミバエコマユバチなど天敵の導入増殖･

不妊雄の放・飼。

ダイブロン乳剤1000倍液，デプテレックス水

和剤1000倍液の散布。

EPN乳剤1000～2000倍液，ダイアジノン水

和剤1000倍液を７～10日おきに早朝に散布す

る。（収穫前30日以内には散布しないこと｡）

2．

窪睾議=夢，成虫

川卵

上の写真：ウリハムジの加害状況

幼虫

:!;!i鱒Ii蝋欝

江I工[rmn二】

鱈il1ii1
輔

鐘窺鰄
さなぎ

、態〃

上の図：ウリミバエ

２．ウリハムシ

AulacophorafemoralisMotschulsky

発生と加害：ほとんど年中発生し，とくに４

～６月に多い。ウリ類のほか，インゲンマメ，ハ

クサイ，ナス，ゴボウなど多くの作物を加害す

る。成虫は，おもにウリ類の葉または実を加害

し，幼虫は，その根を加害し，また，成熟近い果

実の地面に接している部分からも侵入して加害す

る。成虫は長命で，１年も生きるといわれ，また

絶食にも耐え，作物に薬剤がついていると他に移

動して新芽が出ると再び飛来して加害する。

形態：成虫は，体長７～８"，とう黄色で光

沢がある。触角の長さは体長の半分以上もあり，

かっ色。前脚は黄かっ色だが，他の脚は黒かっ

色。幼虫は４～18噸，灰色からうすい黄色まであ
る。

防除：

１．苗の頃，ポリエチレンなどで周囲をかこんで

おくと予防できる。

;四I三Igl1mmg煕恥

助士、 奴士、

下の図：ウリハムシ

３．アブラムシ類

AphisgossypiiG1over
ワタァブラムシ

Myzus（Nectarosiphon）persicae
Sulzerモモァヵアブラムシ

発生と加害：ウリ類におもに発生するアブラ

ムシには上記２種類がある。いずれも年中発生

し，とくに乾燥時には大発生することがある。い

ずれもモザイク病を媒介し，大きな被害を与え

る。また，両種ともに多種類の植物を加害するこ

とが知られている。

形態：ウリ類には，とくにワタアブラムシが

９



好んで寄生するといわれているので,形態はワS

アブラムシについて記載する｡成虫は,はねのあ

るものとないものとがある｡体の色は淡黄色から

黒色まで変異がある.体長 1.5JtJt内外,幼虫は,

はねのない成虫ににているが小さい｡線あるいは

黄かっ緑色｡

防 除 :

発生時にはつぎの薬剤のいずれかを散布する｡

DDVP乳剤 1000-2000倍液 (収穫前3日以内

には散布しない)

ダイプロソ1000-1700倍液 (散布後比較的分解

が早い｡刺激性なので散布時にはマスクや

メガネをかける)

ダイアジノン水和剤2000倍液 (収穫前10日以内

には散布しない)

マラソン乳剤2000倍液 (有機りん剤なので散布

時には注意)

その他,-ス トックス乳剤 1000倍液,-カチ

ソ乳剤1000倍液などがあげられる｡

(田盛正雄)

上の写真 :7プラムシの加書状況

3F.如 竹

下の固 :ワタ7プラムシ
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