
エンドウ萎凋病の発病条件と防除対策

* *吉田桂子 ・間下なぎさ

エンドウ萎凋病はこれまで日本で未発生であった土壌病害であり、その発病条件と摘要：

防除対策を検討した。発病条件では、菌密度が生土１g当たり胞子10 個という低密度でも2

発病が認められた。直播と移植では、移植で発病時期が早く、発病株も多くなり、育苗期

間が長いと発病が多くなった。また、本病の防除には、クロルピクリン、クロピクテープ

が有効でそれぞれ防除価が95.1、97.6となった。クロピクテープを使った土壌消毒の処理

方法では、全面消毒で高い防除効果が得られた。米糠を使用した土壌還元消毒でも高い防

除効果が得られた。
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緒 言

愛知県東三河地域のサヤエンドウに、これまで日本で

Fusarium oxysporum未発生であったエンドウ萎凋病（

S :F .f.sp. (J.C.H )W.C.S andCHLECHTEND R ALL NYDERpisi
）が2002年２月に初めて確認され 、以H.N.HANSEN １,２）

後産地は大きな被害を受けるようになった。この病気は、

土壌伝染及び種子伝染し、発病すると葉が黄化、萎凋し

て枯死にいたる。

東三河地域で2004年１月から２月に発生状況を調査し

たところ、豊橋市で25ほ場、田原市（旧田原町）で２ほ

場、渥美町で８ほ場で発病が確認された。主な栽培品種

は‘ニムラサラダスナップ’、‘鈴成砂糖’、‘白星’、

‘赤花55’、及び‘美笹’であり、品種間に明らかな発

病程度の差はみられなかった。さらに、土壌消毒を行っ

ているにもかかわらず被害が多発するほ場が多く存在し

たことから、病原菌の密度が低くても発病する可能性が

あること、さらに同じ土壌消毒剤を使っている農家間で

も発病程度に大きく差があったことから、土壌消毒方法

の違いが発病に影響することが考えられた。また、サヤ

エンドウは直播栽培が一般的であったが、播種トレイの

普及等により近年移植栽培する農家が増えており、移植

による根痛みによって発病が促進されることも考えられ

た。そこで土壌の菌密度と発病の関係、土壌消毒方法の

違い及び直播と移植など栽培方法の違いによる発病の差

異を試験した。さらに、農薬によらない土壌消毒方法が

各種作物で検討されているが 、その一つの方法であ３，４）

る土壌還元消毒によるエンドウ萎凋病の防除効果を検討

したので報告する。

材料及び方法

試験１ 土壌の菌密度と発病の関係

試験は場内の無加温の温室で2004年10月から2005年

１月まで実施した。供試品種は、‘ニムラサラダスナッ

プ’(協和種苗株式会社)を用いた。試験区は１区４プラ

ンター(16株)用い、反復はしなかった。病原菌は、東三

河地域のほ場からエンドウ萎凋病の罹病株を採取し、常

法に従って単胞子分離し、PDB培地で27℃で８日間振と

う（回転数80rpm）培養し酵母様胞子を得た。蒸気消毒

により殺菌した土に、酵母様胞子が生土１g当たり10 個2

（以下10 区とする）、10 個（以下10 区とする）、10 個2 3 3 4

(以下10 区とする)となるようにそれぞれ均一に接種し、4

プランター（４L入り）に充填した。無接種区も設けた。

2004年10月６日播種トレイ（96穴）に播種し、10月13日

に本葉２枚の苗を定植した。10月21日から2005年１月18

日まで１週間毎に発病を調査した。なお、本病は発病す

ると急速に全身に病徴をあらわし枯死に至るため、発病

程度に分けず病徴が出た時点を発病として発病株率を求

めた。

試験２ エンドウの栽培方法の差異と発病の関係

試験は場内の無加温の温室で2004年10月から2005年１

月まで実施した。供試品種は、試験１と同様の品種を用

いた。試験区は１区４プランター(16株)用い、反復はし

なかった。病原菌は試験１と同様にして、酵母様胞子が

生土１g当たり10 個になるように均一に接種し、プラン5

ター（４L入り）に充填した。10月６日、供試土壌の入

ったプランターに直播し、同日播種トレイ（96穴）にも

播種した。播種７日後の10月13日（本葉２枚）と、播種

14日後の10月20日（本葉４枚）に播種トレイからそれぞ

れプランターに移植した（以下、10月６日にプランター

に播種した区を直播区、播種７日後に移植した区を７日

移植区、播種14日後に移植した区を14日移植区とする）。

10月21日から１月18日まで１週間毎に発病を調査し試験

１と同様に発病株率を求めた。

試験３ エンドウ萎凋病の土壌消毒剤の検討

試験は２例実施した。2003年２月から５月の試験では、

前作でエンドウ萎凋病が発生した豊橋市の農家Aの無加

温のビニルハウスで実施した。供試品種は、試験１と同

様の品種を用いた。試験区は１区3.1m （平畝）で、182

株植え付け、３反復とした。土壌消毒は、２月25日に十

分耕起してからクロルピクリン燻蒸剤（クロピクテープ

110m/100m 、クロールピクリン液剤3.3l/100m 、クロル2 2

ピクリン錠剤）と、ダゾメット粉粒剤（バスアミド微粒

剤３kg/100m ）を処理し、厚さ0.1mmのビニルフィルム2

で被覆した。ダゾメット粉粒剤のガス抜きを３月11日に

行い、クロルピクリン燻蒸剤は３月18日に行った。３月

４日に播種トレイ(96穴)に播種し、３月24日に定植した。

４月21日、５月８日及び５月21日に発病の調査を行い試

験１と同様に発病株率を求めた。

2004年３月～６月の試験では前作でエンドウ萎凋病が

発生した豊橋市の農家Bの無加温のビニルハウスで実施

した。供試品種は、試験１と同様の品種を用いた。試験

区は先の試験と同様にした。土壌消毒は、３月11日に十

分耕起してからクロルピクリン燻蒸剤（クロピクテープ

110m/100m 、クロールピクリン液剤3.3l/100m ）を処理2 2

し、厚さ0.1mmのビニルフィルムで被覆した。ガス抜き

は３月26日に行った。３月15日に播種トレイ（72穴）に

播種し、４月２日に定植した。４月30日、５月17日、６

月７日に発病の調査を行い、試験１と同様に発病株率を

求めた。

なお、防除価は両試験とも最終調査時の発病株率から

次式により求めた。

防除価＝（ －処理区発病株率／無処理区発病株率）×1
100
試験４ 土壌消毒剤の処理方法の検討

試験は２例実施した。2004年３月から６月の試験では、

前作でエンドウ萎凋病が発生した豊橋市の農家Cの無加

温のビニルハウスで実施した。供試品種は、試験１と同

様の品種を用いた。試験区は、１区32.6m で、２畝（畝2

幅90cm）を用い、各80株植え付けた。反復はしなかった。

クロピクテープを試験区に全面処理（110m/100m ）した2

後に畝立てをする区（以下、全面処理区とする）と、畝

に１本のクロピクテープを施用し、畝処理をする区（以

下、畝処理１本区とする）と、畝に２本のクロピクテー
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プを施用し、畝処理をする区（以下、畝処理２本区とす

る）を設定し、３月11日に土中15㎝にクロルピクリンテ

ープを埋設したのち、土壌表面を厚さ0.1mmのビニルフ

ィルムで被覆した。全面処理区は３月26日にビニルフィ

ルムを取り除き、全面処理区の畝立てをした。３月15日

に播種トレイ（96穴）に播種し、苗を４月２日にハウス

に定植した。４月30日、５月17日及び６月７日に発病の

調査を行い、試験１と同様に発病株率を求めた。

2004年８月から2005年２月の試験では、上記試験と同

じほ場で実施したが、前作に土壌消毒の試験を行ったた

め、試験の実施前にほ場内の土壌を移動させ菌密度が均

一になるよう整地した。供試品種は、試験１と同様の品

種を用いた。試験区は、１区25.0m で、２畝（畝幅902

cm）を用い、各100株植え付けた。反復はとらなかった。

先の試験と同様に全面処理区、畝処理１本区、畝処理２

本区、さらに無処理区を設定し、８月26日に土中15㎝に

クロルピクリンテープを埋設したのち、土壌表面を厚さ

0.1mmのビニルフィルムで被覆した。全面処理区は９月

10日にビニルフィルムを取り除き、畝立てをした。９月

10日に直播きしたが、台風の影響により欠株が生じたた

め、10月14日に育苗しておいた苗を補植した。10月22日

から２月16日に７～14日おきに発病の調査を行い、試験

１と同様に発病株率を求めた。

また、土壌中のエンドウ萎凋病の菌量を知るため土壌

消毒剤処理後の９月10日に各区３カ所から地表下10cmの

土壌を採集し、混合してから西村の選択培地 を用いた５)

希釈平板法により の菌密度を求めた。F.oxysporum

試験５ 土壌還元消毒法の検討

2004年８月から2005年２月に試験４と同じほ場で実施

したが、前作に土壌消毒の試験を行ったため、試験の実

施前にほ場内の土壌を移動させ菌密度が均一になるよう

整地した。供試品種は、試験１と同様の品種を用いた。

試験区は、１区25.0m で、２畝を用い、各100株植え付2

けた。反復はしなかった。７月28日に耕起し、１㎡当た

り１kgの米ぬかを入れてさらに耕起し、畦シートで周囲

の漏水を防止して十分湛水し、ビニールシートで表面を

被覆した。８月26日（処理29日後）に土壌還元消毒を終

了し、耕起した後畝立てを行い、９月10日にエンドウを

直播した。なお、元肥は無処理区については慣行に従い

施肥したが、土壌還元消毒では施肥しなかった。10月22

日から２月16日に７～14日おきに発病の調査を行い、試

験１と同様に発病株率を求めた。

また、土壌消毒効果を確認するため、ネットにエンド

ウ萎凋病の罹病茎（３cm）12個を入れ、無処理区と土壌

還元消毒区にそれぞれ深さ15cmと30cmに埋設し、土壌消

毒後の８月26日に取り出して茎を水洗いし、素寒天培地

にのせて菌糸伸長を観察した。

試験結果

試験１ 土壌の菌密度と発病の関係

土壌中の菌密度と発病の関係を図１に示した。10 区2

で11月16日（播種後41日目）に発病株が、10 区、10 区3 4

では12月１日（播種後56日目）に発病株が認められた。

その後各区間で発病に大きな差は認められなかったが、

12月17日目以後は菌量の多い区ほど発病株率が高くなり

１月18日（播種後104日目）の調査では10 区で68.8%、4

10 区で56.3%、10 区で31.3%、無接種区で0%となった。3 2

試験２ エンドウの栽培方法の差異と発病の関係

直播と移植による発病株率の差を図２に示した。発病

始めの時期は、７日移植区は11月10日（播種35日後、定

植28日後）、14日移植区は11月24日（播種49日後、定植

35日後）であるのに対し直播区の発病は遅く、12月７日

（播種62日後）であった。

発病株率は、14日移植区が12月１日(播種56日後)に50

%となり、発病時期が一番早かった７日移植区は31.1%で

あった。直播区は12月７日（播種62日後）に6.3%であっ

た。その後はいずれの区も増加し、１月18日（播種104

日後）は、直播区で50%、７日移植区で75%、14日移植区

で93.8%となった。

試験３ エンドウ萎凋病の土壌消毒剤の検討

土壌消毒剤の防除効果の2003年２月から５月の試験で

は、４月21日（定植28日後）には無処理区で発病してい

ないのに対しクロピクテープ、クロールピクリンで1.9%、

クロルピクリン錠剤3.7%で発病がみられたが、その差は

わずかであった。５月８日（定植45日後）も同様にクロ

ピクテープ区では効果が認められるが、他の区ではでは

差が少なかった。５月21日（定植58日後）にはどの区も

発病株が多数観察され、発病株率はクロピクテープ施用

区13.0%（防除価80.5）、クロールピクリン施用区20.4%

（防除価69.4）、クロルピクリン錠剤施用区53.7%（防

除価19.5）、バスアミド微粒剤施用区55.6%（防除価16.

6）、無処理区66.7%であった(表１)。

2004年３月から６月の試験は、前年度試験で効果の高

かった２剤について試験を行った。その結果、４月30日

（定植28日後）の調査では、発病株は認められなかった

が、５月17日（定植45日後）は無処理区で7.4%であった。

６月７日（定植66日後）の発病株率はクロピクテープ施

用区1.9%（防除価97.6）、クロールピクリン施用区3.7%

（防除価95.1）、無処理区75.9%であった(表２)。

試験４ 土壌消毒剤の処理方法の検討

2004年３月～６月の試験では、畝処理１本区は定植66

日後の６月７日に発病株率31.3%であった。また、単位

面積当たりの薬剤処理量は畝処理２本区と全面処理区は

同じであるが、畝処理２本区の発病株率7.5%に対し、全

面処理区3.8%となり、全面処理区の効果が高かった(表

３)。

2004年８月～2005年２月の試験では、10月22日（播種

後42日）に無処理区で３%、畝処理２本区で２%の発病株

が見られた。12月27日（播種後108日）には全ての区で

発病株がみられたが、無処理区が多く12%の発病株率と

なり、２番目に多かった畝処理１本区の５%を大きく上

回った。２月16日（播種159日後）には無処理区31％に

対し、畝処理１本区は14%、畝処理２本区は10%、全面処

理区は３%の発病株率となり、全面処理区で発病抑制に
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効果が高かった(表４)。

表１ エン ドウ萎凋病に対する土壌消毒剤の防除効果

（ 2003年 2月～ 5月 ）

処理区 発病株率 （％ ） 防除価

定植 定植 定植

28日後 45日後 58日後

クロピクテープ 1.9 3 .7 13 .0 80 .5

ク ロールピクリン 1.9 9 .3 20 .4 69 .4

ク ロルピクリン錠剤 3.7 11 .1 53 .7 19 .5

バスアミ ド微粒剤 0 18.5 55 .5 16 .6

無処理 0 9.3 66 .7

表 ２ エン ドウ萎凋病に対する土壌消毒剤の防除効果

（ 2004年 3月～ 6月 ）

処理区 発病株率 （％ ） 防除価

定植 定植 定植

28日後 45日後 66日後

クロピクテープ 0 0 1 .9 97 .6

ク ロールピク リン 0 0 3 .7 95 .1

無処理 0 7.4 75 .9

図２　エンドウ萎凋病の直播と移植による発病の差
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図１　土壌中のエンドウ萎凋病の菌密度と発病株率の関係
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また、2004年８月～2005年２月の試験の土壌消毒後の

エンドウ萎凋病菌密度を表５に示した。菌密度は西村の

Fusarium選択培地を用いてコロニー数を求めたため、

o x y s p o r u m p i s iS : F . f . s p .C H L E C H T E N D R
以 外の(J.C.H )W.C.S and H.N.HALL NYDER ANSEN

F.oxysporum F.oxysporumも含むが、畝処理１本区で

の残存が観察された。全面処理区、畝処理２本区では

が検出されなかった。F.oxysporum
試験５ 土壌還元消毒法の検討

表６に土壌還元消毒による発病株率の推移を示した。

土壌還元消毒区及び無処理区とも播種１ヵ月後から発病

株が見られた。10月22日（播種42日後）に土壌還元消毒

区で２%、無処理区で３%の発病株率となったが、その後

は無処理区で増加した。２月16日（播種後159日後）に

は、無処理区で発病株率31%に対し土壌還元消毒区で６%

となり、土壌還元消毒法の発病抑制効果が認められた。

表７に土壌中に埋設した罹病茎を用いた消毒効果の結

果を示した。土壌還元消毒区では、深さ15cm、30cmとも

に素寒天培地上で埋設した罹病茎から のF.oxysporum
菌糸伸長は見られなかった。無処理区では、深さ15cmで

は、茎12個中９個、深さ30cmでは茎12個中３個で

が分離され、土壌還元消毒区の土壌消毒F.oxysporum
効果が認められた。

表３ エン ドウ萎凋病に対するクロピクテープ処理方法による

発病株率の推移 （ 2004年 3月～ 6月 ）

処理区 発病株率 （％ ）

定植 28日後 定植 45日後 定植 66日後

畝処理１本区 0 0 31 .3

畝処理２本区 0 0 7 .5

全面処理区 0 0 3 .8

表 ４ エン ドウ萎凋病に対するクロピクテープ処理方法による

発病株率の推移 （ 2004年 8月～ 2005年 2月 ）

処理区 発病株率 （％ ）

播種 42日後 播種 108日後 播種 159日後

畝処理１本区 0.0 5 .0 14 .0

畝処理２本区 2.0 3 .0 10 .0

全面処理区 0.0 1 .0 3 .0

無処理区 3.0 12 .0 31 .0

表 ５ 土壌消毒がエンドウ萎凋病の菌密度に及ぼす影響

Fusarium oxysporum処理区 乾土１ ｇ当たりの

のコロニー数 (個 ）

畝処理１本区 220

畝処理２本区 検出限界

全面処理区 検出限界

無処理区 4620

表 ６ エン ドウ萎凋病に対する土壌還元消毒法による発病株率の推移

処理区 発病株率 （％ ）

播種 42日後 播種 108日後 播種 159日後

土壌還元消毒区 2.0 4 .0 6 . 0

無処理区 3.0 12 .0 31 .0

愛知県農業総合試験場研究報告第37号
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表７ エン ドウ萎凋病罹病茎の埋設による土壌還元消毒効果の確認

試験区 埋設した深さ （ ｃ ｍ ） 菌検出数／罹病茎埋設数 病原菌生存数 (%)

土壌還元消毒区 15 0/12 0

30 0/12 0

無処理区 15 9/12 75

30 3/12 25

考 察

試験１でエンドウ萎凋病は土壌１gに対し酵母様胞子

10 個レベルで発病している。 では一般的2 F.oxysporum
に土壌 中の菌量が10 個から10 個のレベルで発病し1g ４ ６

やすいとされているが 、本病は低菌密度でも発病しや６）

すく、土壌消毒が行き届かない場所があった場合、わず

かに生き残った菌が十分発病源になると考えられる。

試験２の結果によると直播と移植では、育苗期間の長

い区で発病株率が高かった。直播区は発根した根が汚染

土壌に早く接するが、発病時期は移植に比べ約１ヶ月遅

れ、発病株率も低い。また、７日移植区より14日移植区

の方が発病株率が高い結果が得られたがこれは根傷みが

病原菌の侵入を促進した可能性がある。直播きすること

により発病時期を遅らせ、発病程度を低くする効果があ

ると思われる。

土壌消毒剤の選定は、既にサヤエンドウに農薬登録が

あること、 菌による病害の防除に効果の認めらFusarium

れている薬剤であることを考慮して試験を行った。試験

３、試験４の結果より、クロピクテープ及びクロールピ

クリン液剤で防除効果が認められ実用性が高いと思われ

た。また本試験における効果確認により、クロピクテー

プ及びクロールピクリン液剤の農薬登録がエンドウ萎凋

病に適用拡大されたことからエンドウ萎凋病の防除薬剤

として使用可能となり、現場への普及が進みつつある。

さらに土壌消毒剤の処理方法では、本病は菌密度が低

くても発病するため、試験４の結果から畝処理１本区で

は、わずかに菌が生き残り、感染源となることが推察さ

れた。また、畝処理２本区では12月から発病株率が増加

している。 菌による土壌病害では農作業、Fusariumu
灌水等の水の流れで消毒後の土壌に病原菌が移動して高

い被害を受けるという事例はあり 、土壌消毒剤の畝処７）

理では、畝内は消毒できても、畝間には菌が残ることに

なり感染源となることが考えられる。畝間に残った菌は

輪作や畝立てで汚染域が広がり次作の感染源となりうる

こと、畝間に灌水する生産者もいることから、ほ場全体

を殺菌する必要があり、土壌消毒剤を全面処理する方法

が防除効果が高いと考えられる。

土壌還元消毒については、発病株率も低く推移してお

り防除効果が認められた。また、土壌還元消毒区は施肥

しなかったが、慣行施肥を行った無処理区に比べて生育

もよかった。サヤエンドウとメロンを輪作する農家が多

いため、メロンの作付時に米ぬかの肥料成分がどう影響

するか課題は残るが、農薬を使わない防除法として、ま

た住宅街に面しているなどクロールピクリンを使用しに

くいほ場の防除法として期待できる。

以上のことから、クロピクテープまたはクロールピク

リンでほ場を全面消毒し、直播して発病時期を遅らせる

ことによりエンドウ萎凋病は防除できると思われる。
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