
ダゾメット粉粒剤を用いたタマネギ黒腐菌核病の省力的土壌消毒法

＊加藤晋朗

：タマネギ黒腐菌核病の発生が本県産地で増加している。本病に感染したタマネギは、摘要

軟化病斑を形成するため軽症であっても出荷不能の大きな被害となる。そこで、本病の発

生生態に基づいた省力的な土壌消毒法について検討した。

１．タマネギにおける本病の感染、発病に好適な時期は、11～12月と３～４月の２回と考

えられた。

２．本病の感染、発病には土壌上層（鱗茎付近）に存在する菌核が強く関与すると考えら

れた。

３．本病の発生生態に適った、ダゾメット粉粒剤による省力的土壌消毒法を考案し、防除

効果等の面で良好な結果を得た。
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緒 言

黒腐菌核病は、Sclerotium cepivorum Berkeleyによ

り引き起こされるタマネギ１）、ネギ２）、食用ユリ３）等ネ

ギ属植物に共通する病害である。タマネギでは、３～

５月頃に発病することが多いが、多発ほ場では、12月

から症状が認められる場合もある。発病したタマネギ

は、鱗茎底板部から側面にかけて菌糸塊と菌核を伴っ

た軟化病斑を形成するため、軽症であっても出荷不能

となる。

本県のタマネギ産地は、碧南市、知多市、大府市、

豊橋市及びその周辺を中心として形成されており、全

国第４位の出荷量33,600ｔ（平成21年産）を誇る。し

かし、十数年前に本病の発生が認められて以後、徐々

に発生が増加し、現在では、ほぼ県下全産地に拡大し、

生産の不安定要因となっている。

本病の防除対策の基本は、未発生ほ場では、苗や機

械、器具による病原菌持ち込みの防止、既発生ほ場で

は、土壌消毒、輪作等による病原菌密度の低減である。

しかし、現実には、既発生ほ場（本ぽ）で特に重要な

防除対策である土壌消毒が、労力負担、経費負担の問

題から敬遠されており、これが現在の深刻な状況を招

いた原因のひとつと考えられる。

本研究では、本病の発生生態に基づいたダゾメット

粉粒剤を用いた省力的土壌消毒法について検討した。

本法は、ダゾメット粉粒剤の使用方法における「２回

の耕起によるガス抜き」の義務が解除されたことから

考案した方法であり、ガス抜き作業を省略したことに

特徴がある。

材料及び方法

１ 黒腐菌核病の発生生態

(1) 感染時期の検討

2007年10月中旬、場内ほ場に黒腐菌核病菌の菌核を

３g/㎡の割合で散布し、耕耘機で約20㎝の深さに混和

した。11月１日に畝たて、マルチを行い、タマネギ苗

（貝塚玉葱ポロンⅡ）500株を定植した。畝幅は１ｍ、

条間、株間は10㎝とし、0.03㎜厚黒ポリエチレンフィ

ルムをマルチとして敷設した。

定植半月後の11月15日から２月28日まで半月ごとに

ランダムに50株を堀り上げ、流水洗浄、表面殺菌（有

効塩素濃度104ppm中性次亜塩素酸カルシウム水溶液３

分間浸漬）をしたのち、１株ずつ６㎝ビニルポットに

移植した。以後、ハウス内で２～３か月間管理し、鱗

茎に病徴の現れたものを在ほ期間中に感染した株と判

定した。また、試験期間中、畝中央５㎝深及び15㎝深

の地温を測定した。

(2) 鱗茎感染に関与する土壌中の菌核の位置特定

試験１ 汚染土層別の発病状況

11号ポット（径33㎝）に健全土を15㎝の深さに充填

した。その際、上層部５㎝、または中層部５㎝、また

は下層部５㎝に菌核を混和した（以下、それぞれ、「上

層汚染」、「中層汚染」、「下層汚染」とする）。2007年12

月21日に各処理３ポットに44本/ポットの割合でタマネ

ギ苗を2.5㎝の深さに移植した（図３参照）。ポットは

出入口、サイドを開放したビニルハウス内で管理し、

移植47日後（２月６日）、移植75日後（３月５日）及び

移植126日後（４月25日）に各処理１ポットずつ解体し、

全株について発病の有無を調査した。

試験２ 汚染土層別の感染状況

試験１で調査した株のうち、外見上健全な株を流水

洗浄、表面殺菌（有効塩素濃度104ppm中性次亜塩素酸

カルシウム溶液３分間浸漬）したのち、鱗茎下部を１

㎝、その下の根の束15㎝を３㎝ずつ５つに切断し（表

２参照）、酸性PDA培地で病原菌の検出を行った。供試

株数は、移植47日後20株、移植75日後及び移植126日後

10株としたが、解体時の断根により、深部の調査数が

やや減少した。上記10株以外については、鱗茎下部の

み調査を行った。

試験３ 鱗茎への菌の侵入部位の検討

場内汚染ほ場における慣行栽培ほ場（泉州黄玉葱、

2007年11月13日定植）から５月21日に採取した罹病鱗

茎16個を病斑部分を含むように厚さ５㎜程度の輪切り

にして葉位別に分解した（図４参照）。これを抗生物質

を添加したPDA培地に置床して病原菌の分離を行った。

その際、保護葉と第１葉は、はがすことが難しかった

ので、一体で分離に供した。なお、便宜的に保護葉の

すぐ内側の肥厚した葉から順に第１葉、第２葉（以下

同様）と表現した。

２ ダゾメット粉粒剤を用いた黒腐菌核病の省力的土

壌消毒法

(1) 薬剤効果・薬害の検討

場内において、図１に示す省力的土壌消毒法（以下、

「省力法」とする）と従来法により試験を行った。な

お、省力法は高温期（９月実施）及び通常期（10月実

施）の２種類とし、対照を従来法（10月実施）とした。

その他詳細については、表１に示した。

調査は2009年３月５日に発病株率、４月29日に発病

株率、発病度を下記発病程度別調査基準により調査し

た。

指数０：発病なし

１：病斑面積が鱗茎表面の３％未満

２：同じく３％以上10％未満

３：同じく10％以上25％未満

４：同じく25％以上

発病度＝Σ（程度別発病株数×指数）×100÷（調査

株数×４）

(2) ダゾメット粉粒剤の有効成分MITCの蒸散状況

試験１ 深度別の蒸散状況と地温

上記２(1)の省力法（通常期）の試験区において、畝

の中央にビニールチューブ（内径13㎜）の一端を深度

別（0～20㎝まで５㎝間隔）に埋め、他端を畝外に出し

た。ガラス製サンプルびんにダイコン種子、脱脂綿、
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水を入れ事前に発芽させたものをホース端に２日間直

結したのち回収し、薬害の発生により、MITCガスを検

出した。また、この間、畝内地温（５㎝深、10㎝深）

を測定した。

試験２ 処理時期別の蒸散完了日数と地温

薬剤処理日をタマネギの定植時期にあわせて2009年

９月８日（早生）、28日（中生）、10月21日（中晩生）、

12月２日（晩生）として４回、レタス種子を用いた以

外試験１と同じ方法で場内試験を行った。薬剤処理量

は40kg/10aとし、薬害の発生がなくなった時点で、蒸

散完了と判断した。また、処理期間中、畝中央部20㎝

深の地温を測定した。

結 果

１ 黒腐菌核病の発生生態

(1) 感染時期の検討

移植半月後の11月15日の掘り上げ株では、感染は認

められなかった。感染株は11月30日掘り上げ株で急に

増え、その後１月31日掘り上げ株まで増え続けた。

５㎝深と15㎝深の半旬平均地温は、常に１℃以内の

差であった。両深度とも２月中旬に病原菌生育下限温

度付近まで低下したが、その他の時期は常に病原菌生

育可能温度域にあり、特に11月前半及び４月中旬以降

は、生育適温域となった（図２）。

(2) 鱗茎感染に関与する土壌中の菌核の位置特定

図１ ダゾメット粉粒剤を用いた省力的土壌消毒法（省力法）と従来法

表１ ダゾメット粉粒剤の処理方法

処理法 処理量 薬剤処理日 ガス抜き 定植

省力法（高温期）
ダゾメット粉粒剤

30kg/10a
2008年9月8日（施肥、畝立て、畝
マルチ同日実施）

－ 11月4日

省力法（通常期）
ダゾメット粉粒剤

30kg/10a
2008年１0月10日（施肥、畝立て、
畝マルチ同日実施）

－ 11月4日

従来法
ダゾメット粉粒剤

30kg/10a
2008年１0月10日（全面マルチ）

10月20日（マルチ除去、耕耘）
10月27日（施肥、畝立て、畝マル
チ同日実施）

11月4日

　注） 品種：七宝早生、1区3㎡、102株、条間20㎝、株間15㎝、3反復、0.03㎜黒ポリエチレンフィルムマルチ、

　　　 施肥：N:P2O5:K2O=25.0:18.2:16.4kg/10a

愛知県農業総合試験場研究報告第42号
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試験１ 汚染土層別の発病状況

上層汚染では移植47日後（２月６日）の時点で44株

中６株の鱗茎発病がみられ、移植75日後（３月５日）

には全鱗茎が発病した。中層汚染及び下層汚染では、

移植126日後（４月25日）まで鱗茎の発病が認められな

かった（図３）。

試験２ 汚染土層別の感染状況

感染は汚染土層内に位置するタマネギの部位で明ら

かに多かった。このため、鱗茎が汚染土層内に位置す

る上層汚染では、移植75日後までに全鱗茎が発病した

が、中層及び下層汚染では、移植125日後に至っても感

染は汚染土層内及びその上下の根内に止まり、鱗茎へ

の進展は認められなかった（表２）。

試験３ 鱗茎への菌の侵入部位の検討

病原菌は保護葉・第１葉に止まっているか、もしく

は、保護葉・第１葉から第２葉または第３葉まで進展

していた。また、それ以下の葉位で不連続に菌が分離

される株はなかった（図４）。

２ ダゾメット粉粒剤を用いた黒腐菌核病の省力的土

壌消毒法

(1) 薬剤効果・薬害の検討

培養菌核の接種により、無処理区の発病株率がほぼ

100％に達し、枯死株も多発する甚発生条件下の厳しい

試験となった。しかし、省力法（高温期）及び省力法

（通常期）の防除価は、それぞれ98.9及び96.2であり、

図２ タマネギマルチ栽培における黒腐菌核病感染状況

図３ 汚染土層別の黒腐菌核病発病推移
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従来法（通常期）の防除価94.2と同等の高い防除効果

を示した。また、定植後の薬害も認められなかった（表３）。

(2) ダゾメット粉粒剤の有効成分MITCの蒸散状況

試験１ 深度別の蒸散状況と地温

MITCガスの発生は、地表が最も早く、処理後１～２

日から３～４日まで短期間かつ濃厚に検出された。５

㎝深～15㎝深では、処理３～４日後から６～８日後ま

で検出され、５㎝深でやや濃い傾向が認められた。20

㎝深ではやや遅れて、処理後５～６日から９～10日後

まで検出された（表４）。処理期間中の地温は、10㎝深

で最低16.3℃、最高29.9℃、平均22.3℃、５㎝深で最

低13.8℃、最高34.8℃、平均22.5℃であった。

試験２ 処理時期別の蒸散完了日数と地温

畝中央20㎝深の地温は、処理時期が遅くなるほど低

く、平均地温は、初回処理（９月８日）の26.5℃に対

して、最終４回目の処理（12月２日）では12℃であっ

た。しかし、蒸散完了に要した日数は、処理時期間で

特に差はなく、15～16日であった。（表５）。

表２ 汚染土層別の黒腐菌核病感染状況

図４ 感染葉位別の黒腐菌核病発病鱗茎数

（㎝） 47日後 75日後 126日後 47日後 75日後 126日後 47日後 75日後 126日後

-1～0 27/44 44/44 44/44 0/41 0/44 0/35 0/43 0/42 0/44

0～3 15/20 － － 0/20 6/10 3/10 0/20 0/10 3/10

3～6 11/20 － － 2/20 10/10 － 0/20 0/10 5/10

6～9 7/20 － － 3/20 9/9 － 0/20 7/10 －

9～12 2/20 － － 1/20 6/9 － 0/20 8/10 －

12～15 0/11 － － 1/19 1/5 － 0/17 8/10 －

　注）破線内が汚染土層に相当する。感染株数は、試験１における発病株数と試験２における感染株数の合計。

中層汚染（感染株数/調査株数） 下層汚染（感染株数/調査株数）分離部位 上層汚染（感染株数/調査株数）
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表３ 省力法の黒腐菌核病防除効果

発病株率 発病度

Ⅰ 0.0 2.0 0.4 なし
Ⅱ 0.0 4.0 1.8 なし
Ⅲ 0.0 1.0 0.4 なし
平均 0.0 2.3 0.9 98.9
Ⅰ 0.0 2.1 0.4 なし
Ⅱ 0.0 9.9 4.2 なし
Ⅲ 0.0 11.6 5.1 なし
平均 0.0 7.9 3.2 96.2
Ⅰ 0.0 1.0 0.2 なし
Ⅱ 0.0 24.5 13.1 なし
Ⅲ 0.0 3.1 1.5 なし
平均 0.0 9.5 4.9 94.2
Ⅰ 12.7 98.8 71.8 －
Ⅱ 38.0 100.0 88.7 －
Ⅲ 44.0 100.0 92.3 －
平均 31.6 99.6 84.3 －

　注）防除価は４月29日の発病度の平均値から算出した。

省力法
（高温期）

省力法
（通常期）

従来法
（通常期）

無処理

薬害
2009/3/5

発病株率
処  理 反復

2009/4/29
防除価

表４ 深度別のＭＩＴＣガスの蒸散状況

0 5 10 15 20

10/10午後～12午前 ＋ － － － － －

10/12午後～14午前 ＋＋ ± ± ± － －

10/14午後～16午前 － ＋ ± ± ± －

10/16午後～18午前 － ± － － ± －

10/18午後～20午前 － － － － ± －

10/20午後～22午前 － － － － － －

    チレンフィルムでマルチ
 　判定基準： ＋＋暴露期間中に枯死、＋暴露期間終了後に
　 枯死、±  生育異常発生（生育遅延、脱脂綿変色）

暴露期間
深度（㎝）

無処理

注）薬剤処理：2008年10月10日、30kg/10a、0.03㎜黒ポリエ
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表５ 処理時期がＭＩＴＣガスの蒸散完了日数

に及ぼす影響

考 察

１ 黒腐菌核病の発生生態

(1) 感染時期の検討

黒腐菌核病は、ほ場に残された菌核が次作への伝染

源となる。このため、ほ場での本病の発生生態を明ら

かにすることは、防除対策を立てるうえで極めて重要

である。

本研究により、定植半月後の11月中旬に既に感染が

起こっていたことが確認された。また、その後、１月

末堀り上げ株まで感染株率が上がり続けたことから、

11月から１月まで継続的に感染が成立したと推測され

る。

ここで、黒腐菌核病菌の生育温度特性と地温との関

係が問題となるが、前者については、碧南市及び大府

市の分離菌株を用いた試験で、PDA培地上で菌叢の伸長

が活発な温度は15～20℃であり、５℃では微弱に生育

するが、30℃では生育が停止し、やがて死滅するとい

う結果を得ている（未発表）。また、後者については、

本試験の地温測定結果が適用でき、両者から考察すれ

ば、厳寒期である２月は、本菌の生育下限温度にまで

低下するが、それ以外の時期は生育可能温度域にあり、

特に11月前半及び４月下旬以降は、生育好適温度であ

ったと考えられる。このことは感染株率の推移と符号

する。現地においては、定植時期の早い品種ほど本病

の発生が多く、症状も激しい傾向にあるが、本試験の

結果から、早生・中生は２回（11～12月、３～４月）、

中晩生・晩生は１回（３～４月）の感染・発病適期に

遭遇すると考えられ、これが早生品種で発生しやすい

原因と考えられる。

(2) 鱗茎感染に関与する土壌中の菌核の位置特定

タマネギに限らず、一般に感染源として重要な役割

を果たすのは、地表ないし地表下数㎝に存在する菌核

とされている４）。

本試験においても、土壌の上層５㎝の汚染と中層５

㎝の汚染及び下層５㎝の汚染とでは、鱗茎感染株率に

明確な差が認められ、わずか数㎝の違いであるにもか

かわらず、病原菌の存在位置が、鱗茎感染に大きく影

響することが明らかとなった。

鱗茎が病原菌に曝された場合、感染は容易であり、

一方、根が病原菌に曝された場合も、根への感染は特

最高 最低 平均

2009年 9月 8日 16 34.0 20.8 26.5

2009年 9月28日 16 30.8 17.1 22.1

2009年10月21日 15 18.2 12.5 15.9

2009年12月 2日 15 13.4 10.1 12.0

    フィルム、調査方法：レタスによる生物検定
注）処理量：40kg/10ａ、マルチ：0.03㎜黒ポリエチレン

処理年月日
蒸散完了
所要日数

　畝中央20㎝深地温（℃）

に困難ではないと思われる。しかし、根内での菌の進

展は緩慢であり、鱗茎への到達に長期間を要し、結果

的に鱗茎の感染が抑制されたと考えられる。

以上は、ポット試験における結果であるが、慣行栽

培の汚染ほ場から採取した罹病鱗茎に関する調査にお

いても、鱗茎の発病は根部感染して根内を上昇した菌

ではなく、鱗茎に直接侵入した菌によって引き起こさ

れたと考えられた。

２ ダゾメット粉粒剤を用いた黒腐菌核病の省力的土

壌消毒法

(1) 薬剤効果・薬害の検討

本病に対する土壌消毒剤は、ダゾメット粉粒剤、カ

ーバムナトリウム塩液剤があり、関係自治体は費用助

成により土壌消毒を奨励している。しかし、経費負担、

労力負担が重いため活用は不十分で、本病の沈静化は

認められていない。

一方、2007年９月に、農作業の簡素化の観点から、

ダゾメット粉粒剤の使用方法から「２回以上の耕起に

よるガス抜き」の義務がはずされた。また、本研究か

ら、黒腐菌核病は、栽培期間中、長期に渡り感染の可

能性があるものの、畝内、特に鱗茎の位置する上層部

の殺菌を確実に行うことが効果的な防除対策となると

考えられたので、ダゾメット粉粒剤を用いた普及しや

すい省力的防除法（省力法）を考案し、防除効果等に

ついて検討した。

省力法は、ダゾメット粉粒剤の散布、混和、畝たて、

畝マルチ（通常のマルチ用黒ポリエチレンフィルムを

使用）を連続して行う。畝マルチは除去せず、ガス抜

きは自然蒸散及びその後の植え穴あけによる。これに

より、従来法における全面マルチ、マルチ除去、ガス

抜き作業を不要とする。トラクタにマルチャー、薬剤

散布機を装着すれば、散布・混和、畝立て、畝マルチ

の同時処理も可能であり、大幅な省力化が可能となる。

また、防除効果面からみると、ダゾメット粉粒剤か

ら発生するMITCガスは、クロルピクリンが下方に拡散

しやすいのと対照的に、上下均等に拡散するとされ（メ

ーカー社内試験）、マルチされた畝内では、上層部で安

定した殺菌効果が得られると考えられ、従来法のよう

に消毒後の土壌を再撹拌することもないので、黒腐菌

核病に対して安定した防除効果が期待できる。

省力法の場内試験は、処理時期を早生品種の栽培に

合わせた通常期実施（10月10日）と高温による急激な

ガス化による高防除効果と秋雨によるほ場条件悪化の

回避を狙った高温期実施（９月８日）を設けた。激発

条件下の試験であったが、両者とも従来法と同等の高

い防除効果が得られ、薬害も発生せず、普及性がある

と考えられる。

(2) ダゾメット粉粒剤の有効成分MITCの蒸散状況

省力法におけるガス抜けの状況を確認し、薬剤処理

から定植までの日数の目安を得るため、本試験を実施

した。

ダゾメット粉粒剤は、地温10℃以上で使用し、15℃
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以下では適宜マルチ期間を延長することが推奨されて

いる。場内ほ場（砂壌土）における2008年の試験では、

10㎝深平均地温22.3℃の条件で、約10日間で蒸散が完

了した。一方、2009年の試験も前年と同じほ場で時期

別に４回実施したが、20㎝深平均地温にかなりの差が

あるにもかかわらず、蒸散完了日数は、15日または16

日であった。その理由は不明であるが、省力法の実施

にあたっては、土質、土壌水分に注意を払ったうえで、

最終的には発芽テストによりガス抜けを確認して定植

を行うことが必要である。

３ 今後の課題

2008年から2009年にかけて、知多農林水産事務所農

業改良普及課が省力法の現地展示を管内数か所で実施

した。処理時期が秋雨の時期と重なったため、砕土が

不十分で、薬剤がよく混和されなかった。薬害は特に

問題にならなかったが、防除効果は必ずしも満足でき

るレベルではなかった。また、畝間土壌をマルチ押さ

えに使うと伝染源となる可能性があるなど、現地への

普及にあたっては、処理時期、処理方法等引き続き検

討が必要と考えられる。
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