
土壌全面マルチと薬剤散布を組み合わせたシソ斑点病防除
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シソ斑点病の重要な伝染源は土壌中の罹病残渣であるが、土壌全面マルチで罹病残渣摘要：

からの胞子飛散を遮断することにより発病が抑制された。また、降雨による多湿状態が続いた後、

土壌表面から大量の分生胞子が飛散し、その後の発病に結びつくことが判明したので、土壌全

面マルチに加え、降雨後の薬剤散布を行ったところ、さらに高い防除効果を認めた。

シソ、斑点病、土壌全面マルチ、薬剤散布キーワード：

Control of Corynespora Leaf Spot of Perilla by Combination of
Whole Soil Surface Mulching and Chemical Spraying

KATO Shinro and FUKAYA Masahiro

Although the important source of infection of Corynespora Leaf Spot of PerillaAbstract：

is disease residue in soil, the disease was controlled by reduction of air spores scattering
from disease residue by whole soil surface mulching.
Moreover, the humid state of continued rain related to subsequent infection by a lot of

spores disperse from the soil surface.
In addition to whole soil surface mulching, spraying chemical after rain controlled

disease more effectively.
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緒 言

前報 において、シソ斑点病の最も重要な一次伝染１）

源は土壌に混入した罹病残渣であり、二次伝染源は主と

して罹病落葉上に形成される分生胞子であることを報告

した。したがって、本病の防除には土壌消毒が有効と考

えられるが、同一施設内で異なる生育ステージのシソが

連続的に栽培されている現状では、土壌消毒は困難であ

る。本報では、一次伝染源である土壌中の罹病残渣から

の分生胞子飛散を土壌全面マルチにより抑制し、さらに

分生胞子の大量飛散時期に合わせた薬剤散布を行うこと

で、防除効果がさらに高まったことを報告する。

材料及び方法

試験１ 土壌全面マルチの防除効果とその要因の検討

2000年５月上旬に場内のビニルハウス（汚染ほ場、間

口4.5 m×奥行9 m、南北棟）に施肥(N-12 kg､P O -15 kg､2 5

K O-10 kg/10 a)、畝たて（畝幅1.2 m）後、0.03 ㎜厚2

の白黒ポリマルチで土壌を全面被覆した。５月22日にポ

ット苗（農総試系Ⅱ）を本葉第４節の上で摘心して定植

した（条間35 ㎝、株間40 ㎝）。６月中旬にハウス中央

をビニルで遮断して南北２室に分割し、一方のマルチを

はずして無マルチ区とし、他方を土壌全面マルチ区とし

た。サイドは原則として常時閉鎖し、日中のみ両側の出

入り口で換気した。１か月に１回程度、追肥(N-5 kg､

K O-5 kg/10 a)と刈り込みを行い栽培管理を続けたとこ2

ろ、９月中旬に発病が始まった。

（１）防除効果

10月４日から11月11日まで約１週間間隔で６回、毎回、

両区100枚の収穫適期葉の病斑数を数え、発病葉率及び

発病度を算出した。程度別発病基準及び発病度の算出は

下記によった。

程度別発病基準

n :病斑数が21個以上の葉数４

n :同11～20個の葉数３

n :同3～10個の葉数２

n :同1～2個の葉数１

N :調査葉数

４ ３ ２ １4n ＋3n +2n +n
発病度 ＝ ×100

4N

（２）分生胞子飛散量と相対湿度

発病の多少と分生胞子飛散量及びハウス内湿度の関連

を検討するため、10月１日から胞子トラップ（1.8 ㎝×

3.6 ㎝の両面テープを貼ったスライドガラス）を全面マ

ルチ区、無マルチ区の中心の畝上10 ㎝の高さに置いて、

毎日、落下胞子数を調査した。自記温湿度計（いすず製

作所3-3126）は両区の中心付近の株元に設置した。

試験２ 培地上における分生胞子の形成・離脱と湿度の

関係

9 ㎝シャーレに分注したＰＤＡ培地で斑点病菌を25℃

暗黒下で２週間培養した。このシャーレを伏せて、裏側

からバイブレータで振動を与え、菌叢上の分生胞子を可

能な限り取り除いた。これを湿度をほぼ一定に保つよう

に考案した装置に菌叢面を下にして乗せた。この装置は

培養菌叢を乗せた状態で、下部に水を入れると相対湿度

100％（以下高湿度とする）、何も入れないと約70％

（以下中湿度とする）、シリカゲルを入れると約40％

（以下低湿度とする）に保たれる。試験時の温度は約22

℃（室温）であった。シャーレ下約2 ㎝には両面テープ

(18 ㎜×72 ㎜)を貼ったスライドグラスを置いた（図

１）。

（１）相対湿度と離脱胞子数

各湿度それぞれについて、１、３、６時間処理後に両

面テープ上の自然離脱胞子数を実体顕微鏡で計数し、菌

叢全面の自然落下胞子数（A）を算出した。次にこのシ

ャーレを素寒天培地上に伏せて、裏側からバイブレータ

ーで振動を与えて胞子を強制離脱させた。この素寒天培

地の中心から外周に向かって3 ㎝の位置を中心とした4

㎝ の円内８か所の分生胞子数を実体顕微鏡で計数し、2

シャーレ全面の強制離脱胞子数を算出した（B）。A＋B

を離脱胞子数とした（図１）。

（２）相対湿度と形成胞子数

落下胞子数を数えた後の菌叢は、表面を一定量の蒸留

水で洗浄し、洗浄水中の胞子濃度から菌叢上の全胞子数

を算出した。

試験３ 土壌全面マルチと薬剤散布の併用による防除効

果の検討

土壌全面マルチ栽培で分生胞子の大量飛散時期（降雨

翌日）にあわせた薬剤散布を行った場合の防除効果を検

討した。薬剤は炭酸水素ナトリウム・銅水和剤（1000倍

希釈、特製リノー5000倍加用)を用いた。なお、本剤は

シソに対する農薬登録はない。

試験場所、供試品種、耕種方法は試験１に準じ、2001

図１ 試験手順
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年４月10日に畝たてし、５月23日に定植した。９月20日

にハウス中央をビニルで遮断して南北２室に分割し、一

方はマルチをはずして無マルチ区、他方は通路も被覆し

て土壌全面マルチ区とした。さらに両区にそれぞれ薬剤

散布区と薬剤無散布区（各２反復）を設けた。

10月２日から11月５日まで降雨翌日を目途に計６回、

供試薬剤を散布した。10月12日から11月10日まで５回、

毎回各区20枚の収穫適期葉の発病を程度別に調査した

（図２）。程度別発病基準及び発病度の算出基準は試験

１と同じとした。

試験結果

試験１ 土壌全面マルチの防除効果とその要因の検討

（１）防除効果

土壌全面マルチ区、無マルチ区ともに発病葉率、発病

度は、調査期間中次第に上昇したが、土壌全面マルチ区

は発病葉率、発病度ともに無マルチ区よりも明らかに低

く推移し、防除効果が認められた。（図３、４）。

（２）分生胞子飛散量と相対湿度

無マルチ区では、調査期間を通じて飛散胞子が捕捉さ

れたが、土壌全面マルチ区では、調査期間前半にはほと

んど捕捉されず、後半の捕捉数も無マルチ区に比較して

少なかった（図３、４）。

試験２ 培地上における分生胞子の形成・離脱と湿度の

関係

（１）相対湿度と離脱胞子数

離脱胞子数は、各湿度とも処理時間が長くなるにつれ

て多くなる傾向を示し、特に低湿度で顕著であった（図

５）。

（２）相対湿度と形成胞子数

菌叢上の分生胞子数は、各湿度とも処理時間１時間と

３時間では差が認められないが、処理開始３時間後から

６時間後の間に急速に増加した。また、湿度が高いほど

胞子形成量が多かった（図６）。

試験３ 土壌全面マルチと薬剤散布の併用による防除効

果の検討

土壌全面マルチ区は、無処理区に比較して発病葉率、

発病度ともに低く、防除効果が認められた。これに対し、

炭酸水素ナトリウム・銅水和剤散布区も防除効果が認め

られたものの、その程度は土壌全面マルチ区に劣った。

一方、両者を併用した区は、土壌全面マルチ区よりも発

病葉率、発病度が低く、最も高い防除効果を示した（図

７）。

図２　試験期間中の天気、薬剤散布時期及び調査時期の関係

愛知県農業総合試験場研究報告第35号
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　図３　土壌全面ﾏﾙﾁ区における発病、胞子飛散量及び相対湿度の関係
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　図４　無マルチ区における発病、胞子飛散量及び相対湿度の関係
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図５　相対湿度と離脱胞子数
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図６　相対湿度と胞子形成数
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土壌全面ﾏﾙﾁと薬剤散布

図７　土壌全面マルチと薬剤の効果
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考 察

土壌中の罹病残渣による斑点病の症状は、地下部の感

染による茎腐症状と飛散胞子による葉の斑点症状に分け

られる 。前者に対しては、数種の株元散布剤が農薬登１)

録されており、対応が可能である。しかし、後者につい

ては、葉に薬剤を散布した場合の残留量の多さが障害と

なって登録薬剤がない状況にある。

したがって、土壌中の病原菌対策が必要であり、その

手段のひとつとして土壌消毒が有効と考えられるが、同

一施設内で周年生産が行われていることや使用者や環境

への配慮から、本研究では、土壌全面マルチにより土壌

からの胞子飛散を妨げる方法について検討した。土壌全

面マルチの効果については、前年（1999年）初めてほ場

試験を実施し、防除価66.7という結果を得ているが 、２）

今回は、効果の再確認とともに効果の現れる要因につい

ても検討するため、分生胞子飛散量と相対湿度を測定し

た。

その結果、土壌全面マルチの斑点病防除効果が再確認

され、胞子飛散量は土壌全面マルチ区のほうがはるかに

少なく、相対湿度は土壌全面マルチ区のほうがやや低く

経過することが示された。相対湿度が病原菌の植物体へ

の侵入成否に影響を及ぼす可能性はあるが、本試験の場

合、両区間の相対湿度に顕著な差はなかったことから、

土壌全面マルチの防除効果は、主にマルチによる胞子飛

散の遮断によると考えられる。

また、発病の多い無マルチ区の胞子飛散量、相対湿度、

発病葉率及び発病度をみると、胞子飛散量は降雨により

多湿状態が長期間継続した後の相対湿度低下時には特に

多くなる傾向が認められた。この現象は、室内試験で得

られた相対湿度と飛散胞子量及び胞子形成量の関係とよ

く一致しており、ほ場内でも室内試験と同様に多湿状態

の継続により大量の分生胞子が形成され、その後の湿度

低下とともにこれらが飛散する現象が起きていることが

示唆された。感染生態について詳細に研究されているイ

ネいもち病菌の場合、分生胞子の形成には89％以上の湿

度、離脱には90％以上の湿度が必要とされている 。斑３）

点病菌の場合、胞子離脱に関してはいもち病菌と逆の現

象を示したが、その離脱機構については検討していない。

以上の結果をふまえ、土壌全面マルチという物理的防

除にさらに成分が食品添加物としても認可されている炭

酸水素ナトリウム・銅水和剤の降雨翌日散布を加えた場

合の防除効果について検討した。本剤は本間 がその概４）

愛知県農業総合試験場研究報告第35号
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念を提唱している植物保健薬に属するもので、病害制御

と高等植物細胞の栄養素供給の機能を併せ持つとされ、

予防的効果が主体であるが作物残留の心配がないという

特徴がある。

その結果、土壌全面マルチは単独でも防除効果が得ら

れたが、これに炭酸水素ナトリウム・銅水和剤散布を組

み合わせることで、防除効果がさらに高まることが明ら

かとなった。なお、薬剤散布のみの効果が低かったのは、

本剤が予防効果主体の薬剤であり、胞子の大量飛散時期

にあわせた散布とはいえ、１週間に１回程度の散布では

十分に感染・発病を抑えられなかったものと考えられる。

消費者の野菜に対する安全志向は強く、また、環境負

荷の少ない生産方式の確立は重要な課題となっている。

シソは登録農薬が少なく、耕種的、物理的など化学合成

農薬によらない病害虫対策が安定生産の大きなポイント

となる。逆に言えば、安全性などの付加価値を強くアピ

ールできる生産システムを確立すれば、経営の安定が図

られる。その意味で本研究で取り上げた土壌全面マルチ

のような物理的防除や一般的な化学合成農薬とは一線を

画した植物保健薬の活用は重要な意味を持つと考えられ、

今後、抵抗性誘導剤の利用 、抵抗性品種の育成などと５）

合わせて、総合的技術として確立する必要がある。
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