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トマト葉かび病菌レース 2.9 の発生について 

令和２年 12 月 23 日 

静岡県病害虫防除所長 

 

１ 発生経過 
 令和２年５月に中遠地区の施設トマトにおいて、葉かび病抵抗性遺伝子 Cf-9
を持つ品種「MKS-T820」に葉かび病の発生が確認された。静岡県病害虫防除所
においてレース検定を実施したところ、本県では未確認のレース 2.9（葉かび病
抵抗性遺伝子 Cf-2 および Cf-9 を侵すレース）であることが明らかとなった※。

なお、県内の主力品種は Cf-9を持つものが多い（表１）。 

 国内において、Cf-9を持つ品種を侵すことができるレースは平成 19年度に福

島県で初めて発生が確認され、現在までに神奈川県、愛知県、岐阜県など 19都

県で確認されている。 

※ レース検定は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門から提供

されたトマト葉かび病レース検定用系統の種子を用いて実施した。 

 

２ 病徴 
レースによる病徴の違いはなく、従来の葉かび病と同様である。葉の表面に

不鮮明な淡黄色の小斑点を生じ、裏面に灰黄色～緑褐色のビロード状のかびを
密生する（写真１、２）。一般に下位葉から発生し、病勢が進むと上位葉にまん
延して葉が枯死する。 

 本病はすすかび病と病徴が酷似しているため、肉眼で見分けることは難しく、
顕微鏡下での分生子の確認が必要である。なお、本県では、12 月以降はすすか
び病より葉かび病が優占する傾向がある。 
 
３ 防除対策 

（１）葉かび病抵抗性品種を栽培しているほ場でも、葉かび病の発生に注意す

る。 

（２）多湿にならないように換気につとめ、過度のかん水を避ける。 

（３）肥料切れや着果負担による草勢低下は発病を助長するので、適切な肥培

管理を行う。 

（４）本病は潜伏期間が２週間程度と長く、多発してからでは薬剤の効果が劣

るため、発病が認められたら直ちに薬剤を散布する。ただし、耐性菌の

発生を防ぐため、散布薬剤をローテーションする（表２、３）。 

（５）発病葉は感染源となるため速やかに摘み取り、ほ場外に撤去する。 

 

葉かび病抵抗性遺伝子 Cf-9 を持つ品種を侵すトマト葉かび病菌レース 2.9 の

発生が県内で初確認されました。 

葉かび病抵抗性品種（Cf-9）を栽培しているほ場でも、葉かび病の発生に注

意して下さい。 



 1)静岡県農薬安全使用指針・農作物病害虫防除基準（http://www.s-boujo.jp/）に掲載されている
   薬剤から抜粋（令和２年12月15日時点JPP-NET配信データによる）
 2)薬剤を作用機構ごとに分類した番号。薬剤耐性菌の発生を未然に防ぐためには、作用機構の異なる
   剤をローテーションで使用する必要がある。

葉かび病抵抗性遺伝子

桃太郎はるか なし

桃太郎ヨーク、桃太郎ファイト Cf-4

桃太郎ホープ、桃太郎ピース、桃太郎ヨーク、
CF桃太郎ファイト、CF桃太郎ヨーク、CF桃太郎はるか

Cf-9

中玉トマト フルティカ Cf-9

千果 なし

CF千果、TY千果、CF小鈴、TY小鈴、MKS-T820、
小鈴キング、小鈴クイーン

Cf-9

表１　県内の主力品種が持つ葉かび病抵抗性遺伝子

大玉トマト

ミニトマト

品種名

 

 

商品名 使用方法 希釈倍数使用量 使用時期 使用回数 FRACコード2)

園芸ボルドー 散布 500倍 - - M1

ベンレート水和剤 散布 2000～3000倍 収穫前日まで 5回以内 1

ゲッター水和剤 散布 1000～1500倍 収穫前日まで 5回以内 1・10

スコア顆粒水和剤 散布 2000倍 収穫前日まで 3回以内

トリフミン水和剤 散布 3000～5000倍 収穫前日まで 5回以内

ラリー乳剤 散布 2500～5000倍 収穫前日まで 3回以内

アフェットフロアブル 散布 2000倍 収穫前日まで 3回以内

カンタスドライフロアブル 散布 1000～1500倍 収穫前日まで 3回以内

ファンタジスタ顆粒水和剤 散布 2000～3000倍 収穫前日まで 3回以内 11

ポリオキシンＡＬ水溶剤 散布 5000倍 収穫前日まで 3回以内 19

カスミンボルドー 散布 1000倍 収穫前日まで 5回以内

カッパーシン水和剤 散布 1000倍 収穫前日まで 5回以内

サンヨール 散布 500倍 収穫前日まで 4回以内 M1

ペンコゼブフロアブル 散布 1000倍 収穫前日まで 2回以内 M3

ダコニール１０００ 散布 1000倍 収穫前日まで 4回以内 M5

プロポーズ顆粒水和剤 散布 1000倍 収穫前日まで 3回以内 40・M5

ベルクートフロアブル 散布 2000～4000倍 収穫前日まで 3回以内 M7

アグロケア水和剤 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

エコショット 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

クリーンカップ 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

ケミヘル 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

インプレッションクリア 散布 1000倍 発病前～発病初期まで -

インプレッション水和剤 散布 500倍 発病前～発病初期まで -

表２　トマトの葉かび病に対する主な防除薬剤1)
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1)、2)は表２の注釈に記載

商品名 使用方法 希釈倍数使用量 使用時期 使用回数 FRACコード2)

園芸ボルドー 散布 500倍 - -

ドイツボルドーＡ 散布 500倍 - -

ベンレート水和剤 散布 2000～3000倍 収穫前日まで 3回以内 1

ゲッター水和剤 散布 1500倍 収穫前日まで 3回以内 1・10

トリフミン水和剤 散布 3000～5000倍 収穫前日まで 5回以内

ラリー乳剤 散布 2500～5000倍 収穫前日まで 3回以内

アフェットフロアブル 散布 2000倍 収穫前日まで 3回以内

カンタスドライフロアブル 散布 1000～1500倍 収穫前日まで 3回以内

ファンタジスタ顆粒水和剤 散布 2000～3000倍 収穫前日まで 3回以内 11

サンヨール 散布 500倍 収穫前日まで 4回以内 M1

ペンコゼブフロアブル 散布 1000倍 収穫前日まで 2回以内 M3

ダコニール１０００ 散布 1000倍 収穫前日まで 2回以内 M5

ベルクートフロアブル 散布 4000倍 収穫前日まで 2回以内 M7

アグロケア水和剤 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

エコショット 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

カリグリーン 散布 800倍 収穫前日まで -

クリーンカップ 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

ケミヘル 散布 1000～2000倍 収穫前日まで -

インプレッションクリア 散布 1000倍 発病前～発病初期まで -

インプレッション水和剤 散布 500倍 発病前～発病初期まで -

M1

3

7

-

表３　ミニトマトの葉かび病に対する主な防除薬剤1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】静岡県病害虫防除所  

〒438-0803 磐田市富丘678-1 TEL 0538-36-1543  FAX 0538-33-0780   

ＵＲＬ https://www.agri-exp.pref.shizuoka.jp/boujo/boujo.html 

写真１ 葉かび病の病徴（葉表） 写真２ 葉かび病の病徴（葉裏） 


