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セ ンチュウ 対策で重 要な

１． 苗 か らの 対 策

土 壌の表面 から ～

２ ．土 壌 の対 策

セ

ュウ対策 は、

ます。セ ンチ

害をもた らし

る。 根菜類な どでは外 見が てい る。収穫 終期にな ると

ブか ら小根を 分枝した りす みる と細い根 にコブが つい

状に 一列に連 なったり 、コ る。 株元近く の根を掘 って

るコ ブを作る 。コブは 数殊 れ、 株全体の 生育が悪 くな

ウが 根に寄生 すると特 徴あ 生さ れると， 日中葉が しお

つい ついつい 忘れてし まう

に重 要なこと なのです が、

いこ とです。 これは、 非常

のセ ンチュウ を持ち込 まな

ポイ ントは、 ほ場に前 年度

いま す。

この 部分を中 心に対策 を行

して 住み着い ているた め、 りま す。

ンチ 位にセン チュウは 越冬

物に多大 な被

様々な病 害虫

に消 毒するか 、新しい もの

微生 物資材等 を入れ、 全面 以上 改善され 、数年引 き続

ため ）と肥料 ・微量要 素・

ネ コブセン チュウは ７割
に交 換してく ださい。

ュウ の住処と なってし まう の上 に散布す る。

肥（ 牛の休肥 等だとセ ンチ 残り の半分を 定植の後 に穴

対 策① 全 面的に完 熟堆 ニー ムを植穴 に半分入 れ、

は、 ベットの 上に散布 する

対 策⑤ マ ルチをす る方

対 策 の 中で

点か もしれま せん。

こと によって 根の組織 が壊

ま ず、古い ポットを 完全

コブ 状を呈さ ないこと が多 根に コブが無 数に付き 、根

虫が 入ってい る。

特 徴② コ ブの中に は成 る。 このコブ が形成さ れる

全 体 が コ ブ 状 に な っ てい

も、特に 重要

しれませ ん。

位）を行 う。 き対 策を行う 間にいな くな

キロ ）を全体 に２袋散 布し す。

深耕（約
する 土のまわ りにセン チュ

こ れは、ポ ット及び 作業
ウが いること があり、 ポッ

～ 回 発生 され ，水分や 養分の吸 収が

し、卵のう内 の卵で越 冬し、 悪く なり、ひ どい場合 には

特 徴③ 年

ふ化 した幼虫 は土壌中 を移 葉が 黄変し枯 れること もあ

てベ ットを作 る。

年に

全廃する まで

トの 中でセン チュウが 小さ

対 策③ ベ ットの上 にさ 顆 粒 を 散 布 す る こ と によ

る こ と が 確 認 さ れ て いま

は、セン チュ

動し て植物の 根に達し 、そ る。 また、土 質によっ ても

なコ ブを形成 してしま うか

らに ニーム顆 粒（ キ ロ） り、 ネキリム シやヨト ウム

対 策② ニ ーム顆粒 （

ウ対策と いえ

の細 根の先端 から内部 に侵 被害 程度が異 なり粘質 土壌

らで す。セン チュウは 越冬
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なり ます。ま た、ハウ スの

しま すので、 前年度の ポッ

は、 以後移動 すること なく の被 害が大き い。

灌 水 チ ュ ーブ 内側 （サイド ）等に散 布し

で、 天然ミネ ラル１（ ３０ てお くと、コ ナジラミ やア

対策④
苗 の時期に センチュ ウが
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コブ を形成し てしまう と、
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が多 々ありま す。

侵 入 し た 幼虫 壌な どの排水 のよい土 壌で

虫 体 に 次 第 に 肥 大 し はじ

ける 。
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対策 しても何 の意味も 持た
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なく なります ので注意 して

歩あ たり、天 然ミネラ ル１
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