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2019年11月更新
まえがき
本増補版には，初版への掲載以降1996年から2016年までの間に国内の研究者が主要学術雑誌
（海外のものを含む）に発表した文献および初版同様，単行本，国公立試験研究機関報告（～
2012），学会・シンポジウムの講演要旨等に掲載された文献についても可能な限り収録に努め
た。
本増補版①および②（2019年11月更新）に収録された文献数は延べ1264に上る。本増補版
は，全国の大学，農業試験場，その他の研究機関等の協力を得て日本植物病理学会 殺菌剤耐性
菌研究会によって編集された。文献の記載もれ，記載方法の不備等お気付きの点についてご指摘
願えれば幸いである。
以降，修正点等を研究会ホームページ（http://www.taiseikin.jp/)を通じてお知らせしたい。
この文献集が殺菌剤耐性菌研究の発展のため，また，生産現場での病害防除に役立つことを念願
するとともに，協力いただいた各位に厚くお礼申し上げる。
2019年11月
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例

１．掲載順序は，作物分類，作物・病害，著者の順とした。作物および病害の掲載順序は，岸
国平編「作物病害辞典」（全国農村教育協会，1988）によった。また，著者の掲載順序は第
１著者名のABC順とし，同一著者については年代順とした。
２．掲載した文献は，可能な限り作物・病害の組み合わせで表記した。事項の掲載作物病害一覧
は，初版および増補版（2009年6月発刊）と共通のものとしたたため，掲載されていない文
献もあるので，あらかじめご了承願いたい。
３．各文献の末尾に，その文献の内容を示す以下の分類記号を付した。
分類記号

Ａ：圃場における耐性菌の発生
Ｃ：薬剤感受性検定方法
Ｅ：薬剤の効果
Ｇ：耐性菌と感受性菌との競合
Ｉ：耐性のメカニズム
Ｋ：耐性菌対策
Ｎ：負相関交差耐性

Ｂ：室内試験での耐性菌の発生
Ｄ：モニタリング（耐性菌の分布）
Ｆ：耐性菌の環境適応度
Ｈ：耐性の遺伝
Ｊ：耐性の分子生物学
Ｍ：交差耐性
Ｌ：その他
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seedling rot and grain rot in rice， Appl. Environ. Microbiol. 70 (9) ：5613-5620． ACDFIJ
(9) Maeda Y.・Kiba A.・Ohnishi K.・Hikichi Y. (2004)， New method to detect oxolinic acid-resistant Burkholderia
glumae infesting rice seeds using a mismatch amplification mutation assay polymerase chain reaction， J. Gen.
Plant Pathol. 70 (4) ：215-217． ACDFIJ
(10) Yukiko Maeda・Akinori Kiba・Kouhei Ohnishi ・Yasufumi Hikichi(2004)， New method to detect oxolinic acid-resistant
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（講要） 63 (3) ：224． E

カンキツ こうじかび病
(1) 田代暢哉・井出洋一・納富麻子 (2004)， ハウスミカンの果実腐敗を引き起こすこうじかび病菌Aspergillus niger とA.
flavus のイミノクタジン酢酸塩およびベノミルに対する感受性と両剤の混用散布による防腐効果の向上， 日植病報
(2) 田代暢哉・井手洋一 (2007)， ハウスミカンの果実腐敗を引き起こすこうじかび病菌Aspergillus niger のイミノクタジン
酢酸塩およびベノミルに対する感受性と両剤の混用による抗菌活性の増大， 日植病報（講要） 73 (3) ：191． E

カンキツ そうか病
(1) 阿万暢彦 (1996)， カンキツそうか病菌の薬剤感受性検定法および各種防除剤による効果の検討， 九州農業研究
(58) ：90． DE
(2) 河野真寿代・橘泰宣・三好孝典 (1996)， カンキツそうか病菌のベンズイミダゾール耐性菌ほ場における主要薬剤の
防除効果の確認－薬剤の種類と防除時期の関係， 常緑果樹試験研究成績概要集 ：5-6． AE
(3) 河野真寿代・橘泰宣・三好孝典 (1996)， カンキツそうか病菌のベンズイミダゾール耐性菌検定， 常緑果樹試験研究
成績概要集 ：3-4． A
(4) 中田孝江・三好孝典・清水伸一 (1999)， カンキツそうか病菌のベンズイミダゾールとフルアジナム耐性菌検定， 常緑
果樹試験研究成績概要集 ：17-18． A

カンキツ 炭疽病
田代暢哉・稲田稔・井手洋一・中島貞彦・正司和之 (2010)， ベンゾイミダゾール系薬剤耐性カンキツ炭疽病の発生，
日植病報（講要） 76 (3) ：186． AE

カンキツ 貯蔵病害
(1) 古賀敬一・大石孝儀・難波信行 (1998)， カンキツ果実腐敗の異常発生原因と防除薬剤の特性， 日植病報（講要）
64 (6) ：591-592． AE
(2) 塩崎弘子 (1996)， 貯蔵病害における薬剤耐性菌， 柑橘 48 (11) ：40-46． AD
(3) 田代暢哉 (1998)， カンキツ果実腐敗の多発要因とその対策， 今月の農業 42 (11) ：144-147． AE

カンキツ 灰色かび病
(1) Hideo Ishii・James Fountaine・Wen-Hsin Chung ・Masanori Kansako・Kumiko Nishimura・Kazuhito Takahashi・Michiyo
Ohshima (2009)， Characterisation of QoI-resistant field isolates of Botrytis cinerea from citrus and strawberry，
Pest Manag. Sci. 65 ：916-922． ACEIJ
(2) 間佐古将則・米田義弘・島津康・石井英夫 (2005)， カンキツ灰色かび病菌のストロビルリン系薬剤耐性菌の出現，
日植病報（講要） 71 (3) ：249． AD
(3) 中畝良二・安達喜一・富山雅光・長谷部亮・阿久津克己・日比忠明 (1997)， 灰色かび病菌Botrytis cinerea およびカ
ンキツ緑かび病菌Penicillium digitatum のP-glycoprotein遺伝子のクローニング， 日植病報（講要） 63 (3) ：225． J
(4) 島津康・間佐古将則・家村浩海 (1998)， カンキツ灰色かび病菌のイプロジオン耐性菌率と防除効果の関係， 関西病
虫研報 (40) ：99-100． DE

カンキツ かいよう病
(1) 加藤光弘・太田光輝・後藤正夫 (1999)， 静岡県におけるカンキツかいよう病菌のマンニトール分解能およびストレプ
トマイシン耐性， 日植病報（講要） 65 (3) ：369． AD
(2) 三好孝典・越智正勝 (1997)， カンキツかいよう病の生態と防除に関する研究(6)カンキツかいよう病菌の銅およびスト
マイ耐性菌検定， 常緑果樹試験研究成績概要集 ：45-46． A

カンキツ その他
(1) 田代暢哉 (2000)， カンキツ病害防除における新しい薬剤防除法の試み， 今月の農業 44 (5) ：43-52． E

リンゴ 総説
(1) 藤田孝二 (1998)， リンゴ病害における耐性菌問題と新規薬剤の使用法， 第8回殺菌剤耐性菌研究会シンポジウム
講演要旨集 ：36-44． ADK
(2) 石井英夫 (1997)， 植物病原菌の薬剤耐性の現状と今後－リンゴ病害を中心に－， 平成8年度果樹課題別研究会資
料（寒冷地果樹） ：53-58． N

(3) 小池英彦 (1997)， リンゴ病害防除剤に対する耐性菌発現の現状－長野県での事例を主に， 今月の農業 41 (8) ：
36-40． D

リンゴ 褐斑病

(1) 足立嘉彦・土師岳・伊藤伝・高梨祐明 (2009)， 岩手県におけるリンゴ褐斑病菌のストロビルリン系殺菌剤に対する感
受性について， 北日本病虫研報（講要） 60 ：289． CD
(2) 足立嘉彦・土師岳・伊藤伝・高梨祐明 (2010)， リンゴ褐斑病菌のストロビルリン系殺菌剤クレソキシムメチルに対する
感受性， 東北農研報告 111 ：85-88． CD
(3) 足立嘉彦 (2010)， QoI剤に対する薬剤耐性発達リスクの評価， 岩手県における農薬50％削減リンゴ栽培マニュアル
(農研機構技術紹介パンフレット） ：10-11． AD
(4) 茨城県病害虫防除所 (2011)， リンゴ褐斑病， 茨城県病害虫防除所業務年報 ：102． AD
(5) 亀川展枝・田中秀平・伊藤真一・亀谷満朗 (1999)， チオファネートメチル耐性リンゴ褐斑病菌(Diplocarpon mali )の検
出， 日植病報（講要） 65 (6) ：692． AD
(6) 佐藤裕 (1999)， リンゴ褐斑病に関する試験(2)ベンズイミダゾール系薬剤およびジエトフェンカルブに対する感受性検
定， 秋田果試業務報告 (43) ：52-53． B
(7) 佐藤祐・水野昇 (1999)， リンゴ褐斑病菌のベンズイミダゾール系薬剤耐性菌の出現， 日植病報（講要） 65 (6) ：
668． ADM
(8) 佐藤裕・水野昇
(2001)， ベンズイミダゾール系薬剤耐性リンゴ褐斑病菌の出現， 秋田果試研報 27 ：14-23． AE
(9) 佐藤裕・本郷公子 (2006)， リンゴ褐斑病の薬剤耐性菌に関する試験
１．褐斑病に対するポリオキシンAL水和剤の防除効果について， 平成17年度寒冷地果樹試験研究成績概要集 ：
(10) 佐藤裕・本郷公子 (2006)， リンゴ褐斑病に対するポリオキシンAL水和剤の防除効果， 北日本病虫研報(講要) 57 ：
224． AKS.・Kamegawa N.・Ito S.・Kameya-Iwaki M. (2000)， Detection of Thiophanate-methyl-resistant Strains in
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Diplocarpon mail , Causal Fungus of Apple Blotch， J. Gen. Plant Pathol. 66 (1) ：82-85． AE

リンゴ 黒星病
(1) 濱村洋・大澤博文・日詰圭 (1998)， リンゴ黒星病菌及びコムギうどんこ病菌のクレソキシムメチルに対する感受性検
定法， 第８回殺菌剤耐性菌研究会シンポジウム講演要旨集 ：1-8． CD
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(45) ：23-26． D
(3) Shirane N.・Takenaka S.・Ueda K.・Hashimono Y.・Kato K.・Ishii H. (1996)， Sterol analysis of DMI-resistant and
sensitive strains of Venturia inaequalis .， Phytochemistry 41 (5) ：1301-1308． I

リンゴ 炭疽病
(1) 川合康充・近藤賢一・岡沢克彦・宮沢孝幸(2000)， Colletotrichum acutatum によるリンゴ炭疽病の長野県における分
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る分布， 関東病虫研報 (49) ：55-57． N

リンゴ 斑点落葉病
(1) 足立嘉彦・土師岳・伊藤伝・高梨祐明 (2009)， 岩手県南部におけるリンゴ斑点落葉病菌のストロビルリン系殺菌剤に
対する感受性について， 日植病報（講要） 75 (3) ：245． AD
(2) 足立嘉彦・土師岳・伊藤伝・高梨祐明 (2010)， 2005～2008年にQoI剤を年4～5回散布した実験圃におけるリンゴ斑
点落葉病菌および褐斑病菌のQoI剤感受性の推移， 日植病報（講要） 76 (1) ：46． EFG
(3) 足立嘉彦 (2010)， QoI剤に対する薬剤耐性発達リスクの評価， 岩手県における農薬50％削減リンゴ栽培マニュアル
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(5) 小池英彦・川合康充・近藤賢一 (1998)， リンゴ斑点落葉病菌のキャプタンに対する感受性， 日植病報(講要) 64 (4)
：393． ADE
(6) 對馬由記子・石井英夫・福士好文・赤平知也 (2005)， リンゴ斑点落葉病菌のクレソキシムメチル剤に対する感受性と
チトクロームb遺伝子のシークエンス解析， 日植病報（講要） 71 (3) ：249-250． AFJ
(7) 對馬由記子・福士好文・赤平知也 (2005)， リンゴ斑点落葉病のストロビルリン系殺菌剤に対する耐性菌検定
1．菌糸生育試験及び胞子発芽試験， 平成16年度寒冷地果樹試験研究成績概要集 ：29-30． C
(8) 對馬由記子・福士好文・赤平知也 (2005)， リンゴ斑点落葉病のストロビルリン系殺菌剤に対する耐性菌検定
2．遺伝子診断試験， 平成16年度寒冷地果樹試験研究成績概要集 ：31-32． C
(9) 對馬由記子・福士好文・赤平知也 (2005)， リンゴ斑点落葉病のストロビルリン系殺菌剤に対する耐性菌検定
3．耐性菌の発生実態， 平成16年度寒冷地果樹試験研究成績概要集 ：33-34． D
(10) 對馬由記子・福士好文・赤平知也 (2006)， リンゴ斑点落葉病菌のストロビルリン系殺菌剤に対する感受性検定
1．病原性の確認， 平成17年度寒冷地果樹試験研究成績概要集 ：29-30． F
(11) 對馬由記子・福士好文・赤平知也 (2006)， リンゴ斑点落葉病菌のストロビルリン系殺菌剤に対する感受性検定
2．リンゴ斑点落葉病菌のストロビルリン系殺菌剤に対する感受性検定， 平成17年度寒冷地果樹試験研究成績概要
集 ：31-32． C
(12) 對馬由記子・雪田金助・福士好文・赤平知也 (2007)， ストロビルリン系薬剤耐性のリンゴ斑点落葉病菌と簡易検定
法， 日植病報（講要） 73 (1) ：51-52． CE

リンゴ 腐らん病
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その他
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ウム講演要旨集 ：9-17． EK
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