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Ann. Rept. Plant Prat. North Japan 

秋田県の秋冬ネギにおけるネギ葉枯病に対する

薬剤防除適期の検討

齋藤隆 明 I,*・藤井直哉l

Optimum Period for Fungicide Application to Control Leaf Blight of Autumn/Winter 

Harvest Welsh Onion in Akita Prefecture, Japan 

Takaaki SAIT01・* and Naoya FUJII1 

2016年に秋田県内の秋冬ネギ栽培2ほ場でネギ葉枯病に対する薬剤防除体系を検討した．その結果，ア

ゾキシストロビン水和剤，シメコナゾール・マンゼブ水和剤， TPN水和剤を 9月上旬から 10月上旬まで

概ね 10日間隔で散布した区において高い防除効果を示し，同時期が本県におけるネギ葉枯病の重点防除

期間であることが明らかになった．
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秋田県におけるネギの作型は夏どり (7~9月収穫）と

秋冬どり (10~12月収穫）に大きく分類される．秋冬ど

り作型では，収穫時期が遅くなるにつれて．中心葉（上

位4葉）に黄色斑紋症状が多数生じ．品質の低下や選別

に対する労力の増加が問題となっている．この原因とし

て．収穫遅れによる老化等の生理障害と認識されていた

が (8). 三澤 (2)によって本症状がネギ葉枯病（以下．

葉枯病）の一病徴であると報告され，本県においても本

症状の主原因が葉枯病であることが明らかとなった (8).

本病菌はネギ葉身に先枯れ病斑，斑点病斑．黄色斑紋

病斑を形成する．先枯れ病斑および斑点病斑は生理障害

等で傷んだ部分やべと病等の病斑部に本病菌が二次的に

感染することにより形成されるが (5). 黄色斑紋病斑は

先枯れ病斑・斑点病斑上でつくられた分生子が中心葉に

付着．感染した部分にネギ葉身が反応を起こすことで形

成される (5).

筆者らはこれまで．本県の秋冬ネギにおける葉枯病は

9月上旬から病勢が大きく進展すること (6)や．薬剤散

布を概ね 10日間隔で行うことが重要であること (7)を報

告している．本報では葉枯病を効果的に抑えるための薬

剤散布体系を検討した．

本研究を実施するにあたり．北海道立総合研究機構・

道南農業試験場 三澤知央博士には多大なるご指導とご

I)秋田県農業試験場

協力をいただいた記して感謝申し上げる．

材料および方法

試験は. 2016年に秋田県秋田市の秋田県農業試験場

（以下，秋田農試）のほ場と秋田県能代市（以下，現地）

のほ場で行った．播種は．秋田農試が4月12日．現地

では3月30日に行い．チェーンポット (CP-303, 日本

甜菜製糖東京）にネギ種子を 1穴当たり 2粒ずつとし．

ガラス温室内で育苗した．品種は，秋田農試がMSI-

953, 現地では夏扇パワーを供試した．定植は．秋田農

試が6月2日．現地では5月26日に畝間 100cm, 株間

5cmとして行った．施肥は，両ほ場ともに基肥として

N:P凸： K20=12: 12: 12 kg/10 aを施用し，追肥として

N:P凸： K20=3.0: 0.8 : 3.0 kg/10 aを土寄せ時に3回

施用した. 1区当たりの面積は 16m2 (4 mx4 m) とし，

3反復で試験を行った．

試験区は第1表のとおりに設置した. 1~3区は，葉枯

病に対して農薬登録を有しており，本県の農作物病害虫・

雑草防除基準に採用されている (1)アゾキシストロビン

水和剤 (2,000倍）．シメコナゾール・マンゼブ水和剤

(600倍）. TPN水和剤 (1,000倍）を 9月上旬~10月上旬

に概ね 10日間隔で2~4回散布した. 4区は農家慣行と

して 9月中旬にテブコナゾール水和剤 (1,000倍）. 10 
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第1表 各試験区における薬剤散布月日および薬剤の種類につ

いて

薬剤散布月 H

試験区 9/7 

(9/7) 

9/15 

(9/16) 

9/26 

(9/27) 
10/5 

(10/5) 

10/17 
(10/17) 

10/28 

(10/28) 

理

1

2

3

4

5

処無

T

T

 

マ

シ

シ

シ

テ

シ

T
 

T
 

T
 

ア

ア

ア

ア

シ
ア ペ

a)ア：アゾキシストロビン水和剤，シ：シメコナゾール・

マンゼブ水和剤，マ：マンゼブ水和剤，テ：テブコナゾー

ル水和剤，ぺ：ペンチオピラド水和剤， T:TPN水和剤．

b)上段の日付が秋田農試，下段の（ ）内の日付が現地の

薬剤散布且

月上旬にアゾキシストロビン水和剤 (2,000倍）を散布

した 5区は9月上旬~10月下旬に 1~3区で使用した3

剤に加えてマンゼブ水和剤 (600倍），ペンチオピラド

水和剤 (2,000倍）を組み合わせて概ね 10日間隔で散布

した．葉枯病に未登録であるマンゼブ水和剤は，三澤

(3)により防除効果が確認されており，本県でも高い防

除効果が確認できているため（齋藤：未発表），本試験で

供試した．各供試薬剤には展着剤（商品名：クイック

タッチ）を 5,000倍となるように加用し，背負い式電動

噴霧器で2001/10a相当量を散布した．

発病調査は第1表に示した散布日および最終散布 11日

後の 11月8日に各区80株について，先枯れ病斑，斑点病

斑黄色斑紋病斑を対象に実施した．先枯れ病斑は発病

株率，斑点病斑および黄色斑紋病斑は発病株率と以下に

示した基準により発病度を算出した．防除価は， 11月8

日の発病度を基に算出した．

防除価=100-(試験区の発病度／無処理区の発病度）xlQO 

〇斑点病斑の調査基準（株の全葉を調査）

発病度=~(程度別発病株数X指数）xlQO/(調査株数x4)

指数o:発病を認めない，指数1: 病斑面積率が5%未

満，指数2:病斑面積率が5~25%未満指数3:病斑面

積率が25~50%未満，指数4:病斑面積率が50%以上．

〇黄色斑紋病斑の調査基準（株の上位4葉で発病程度の

最も大きい葉を発病指数とした）

発病度=~(程度別発病株数X 指数）XlOO/(調査株数/2)

指数o:斑紋を認めない，又は小型の斑紋があるが，

散見される程度であり，出荷上は問題とならない，指数

1 : 大型 (25m面程度）で明瞭な斑紋，または小型の斑

紋が多く見られ，出荷できないことがある，指数2:大

型 (25mm2以上），又は小型の斑紋がかなり多く見られ，

出荷できない．

本病の斑点病斑は黒斑病の斑点病斑と酷似しており，

検鏡による識別が必要であるため (4). 試験期間を通じ

て調査区外から病葉を 5枚採取し，顕微鏡で分生子の観

察を行った．

結果

両ほ場において，試験期間中に採取した斑点病斑には

葉枯病菌の分生子のみが認められ，葉枯病が優占してい

ることが確認された． また，先枯れ病斑は8月以降にほ

とんどの株で認められ， 9月以降はすべての株で発生し

ていた（データ省略）．

1. 秋田農試ほ場

斑点病斑の初発は8月25日に確認された．無処理区の

発病は9月7日以降に急増し， 10月17日に最大となった

が，その後は停滞し， 11月8日の発病株率および発病度

は63.8%,22.3であった（第 1図）．

黄色斑紋病斑の初発は9月15日に確認され， 9月26日

から 10月28日に病勢が大きく進展したが，その後は停

滞し， 11月8日の発病株率および発病度は53.8%,36.3 

であった（第2図）．

薬剤散布区では， 1区 (9月7日~10月5日に薬剤散布

を4回実施）と 5区 (9月7日~10月28日に薬剤散布を

6回実施）では発病が少なく推移し，斑点病斑および黄

色斑紋病斑に対する防除価はそれぞれ82.5,74.7と91.0,

67.8と裔かった. 3区 (9月15日~10月5日に薬剤散布

を3回実施）では斑点病斑および黄色斑紋病斑がやや多

く推移し，防除価は71.7,44.4になり，やや低かった．

また， 9月26日に薬剤防除を実施しなかった2区と 4区

では以降の発病が多くなり，防除価はそれぞれ52.5,25.3 

と40.8,0になり，防除効果は低かった（第 1,2図第2

表）．

2. 現地ほ場

斑点病斑黄色斑紋病斑の初発はそれぞれ8月18日と

9月16日に確認し，それ以降の無処理区における発病の

推移は秋田農試と同様であった. 11月8日の斑点病斑と

黄色斑紋病斑の発病株率および発病度はそれぞれ34.2%,

13.8と27.9%,17.1であった（第3,4図）．

斑点病斑および黄色斑紋病斑に対する防除価は，秋田

農試ほ場と同様に， 1区 (69.6,75.4)と5区 (76.1,63.2) 

で最も高く， 3区 (63.0,53.8)ではやや高く， 2区 (47.8,

19.3) と4区 (57.2,35.7)では低かった（第3,4図，第

2表）．

考察

9月上旬~10月上旬に薬剤散布を概ね 10日間隔で4回

実施した場合 (1区）は， 9月上旬~10月下旬に薬剤散

布を 6回実施した場合 (5区）と同等の防除効果を示し，
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第2表

各防除体系における黄色斑紋病斑の推移（秋田農試）

各試験区における斑点病斑および黄色斑紋病斑に対す

る防除価

試験区
秋田農試 現地

斑点病斑黄色斑紋病斑 斑点病斑黄色斑紋病斑

ー

2

3

4

5

82.5 

52.5 

71.7 

40.8 

91.0 

74.7 

25.3 

44.4 

゜67.8 

69.6 

47.8 

63.0 

57.2 

76.1 

75.4 

19.3 

53.8 

35.7 

63.2 

a) 防除価は 11月8日の発病度を基に算出した．

県内の異なる 2地域で同様の結果が得られた．

本県における葉枯病の発生消長において，斑点病斑が

黄色斑紋病斑よりも病勢が進展する時期が早く，前者は

9月上旬，後者は9月下旬であった．防除効果試験では，

斑点病斑の発生を 10月上旬まで低く抑えた場合 (1. 5 

区），それ以降の発病度が低かった．一方， 9月上旬また

は下旬に薬剤散布を省略した場合 (2・3・4区），斑点

病斑と黄色斑紋病斑の発病度が高かった．これらのこと

から，斑点病斑の発生を抑えることで，黄色斑紋病斑の

発生を低く抑えることが明らかとなったまた， 9月下

旬の薬剤散布を省略した場合 (2区・ 4区），斑点病斑．

第4図 各防除体系における黄色斑紋病斑の推移（現地）

黄色斑紋病斑ともに防除価が顕著に低かったことから，

9月下旬の薬剤散布の有無がそれ以降の病勢進展の違い

に大きく影響したと考えられる．

斑点病斑の発生始期は過去3年間の発生消長調査から

9月上旬頃であった（齋藤：未発表）．本研究において斑

点病斑の発生が多くなった9月上旬~10月中旬の平均気

温は概ね 10~20°C(秋田農試ほ場10.3~22.9°C, 現地

ほ場13.0~21.4°C)であった．三澤 (5)は，本病菌の感

染温度について20°c以下で斑点病斑の発生が多くなり，

10~15°Cが発生好適温度であることを示しており，本

県で斑点病斑が発生する秋期の気温と概ね一致してい

る．また，黄色斑紋病斑の発生好適温度が15~20°Cで

あり (5). 本試験で黄色斑紋病斑の発生が急増した9月

下旬~10月上旬の平均気温は 13~20°Cと概ね一致し

た．以上のことから，本県では9月上旬~10月上旬が葉

枯病に対する重点防除期間であると考えられる．一方，

斑点病斑の発生を抑え， 10月中旬と下旬に薬剤散布を

行ったにもかかわらず，黄色斑紋病斑の発生の増加が認

められたため， この要因は今後詳細に検討する必要があ

る．

本県では，葉枯病の発生が多くなる 9~10月にさび病

の発生も多くなる．現地ほ場では，無処理区に比べて 9
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月上旬-10月上旬の薬剤散布区 (1区）ではさび病の発

生が少なかったため（データ未掲載），今後は他病害と

の同時防除について検討していきたい．
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