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１．はじめに 

地球上の植物、土壌には膨大な数の微生物が棲息し、様々な機能を発揮して生態系の維持に大きな役

割を果たしていると言われている。また、そうした機能の一部は、古くから農業、医療等の分野で広く

利用されている。こうした経緯からか、農業分野でも、古くから病害防除、作物生育促進、土づくり等

に関して、生産者らの微生物への期待は大きい。しかしながら、これら環境中の微生物についてはまだ

まだ不明な点が多い。 

講演者らは、農業環境技術研究所の「微生物インベントリー（環境中の微生物情報の蓄積）の構築」

という中期計画の課題で 2001年から植物及び土壌棲息微生物の収集、解析、データベース化を行ってき

た。また、最近では、農環研が主査となり、農林水産省委託プロジェクト「土壌微生物相の解明による

土壌生物性の解析技術の開発（2006~2010）」（以下、eDNAプロジェクトと称す）の中で、全国の研究者

とともに、土壌 DNA 情報のデータベース化や土壌、栽培条件および微生物相と作物の生育、病害発生と

の関係について解析を行ってきた。eDNA プロジェクトの成果は、さらに複数の農林水産省委託プロジェ

クト（後述）で推進されている土壌病害診断・対策支援技術の開発等の中で、その活用法が検討されて

いる状況にある。ここでは、特に、これらのプロジェクトの研究を中心に、土壌微生物相解析の成果を

用いた土壌病害の診断に関する研究の現状と今後の課題について紹介する。 

 

２．土壌微生物相の解析 

１）各種土壌の細菌、糸状菌相 

前述の eDNAプロジェクトにおいて、国内初の DNAを用いた土壌微生物の標準化手法が開発され 1,2)、

その技術を用いて全国の農耕地土壌で土壌微生物相の解析がされた 3,4,5)。なお、ここで開発され、全

国の土壌 DNA解析に用いられた手法は、PCR-DGGE（変成剤濃度勾配電気泳動法）という手法で、コスト、

簡便性などから、農業現場での普及を考え選定された。このプロジェクトの成果の特徴は、①細菌、糸

状菌、線虫相の解析マニュアルを作成し、必ずしも専門家でない人でも解析できるようにしたこと、②

従来の培養法では解析できなかった培養不可能菌も解析できるようにしたこと、③DNAマーカーを用いる

ことにより、異なる時期に得られた解析結果をいつでも比較できるようにしたこと、④DNA 抽出が難しか

った日本に特に多い黒ボク土の解析もできるようにしたこと、が挙げられる。 

さらに、本プロジェクトでは、全国の研究者が得た土壌微生物相のデータを蓄積し、誰でも利用でき

る農耕地 eDNAデータベース（eDDASs：eDNA Database for Agricultural Soils）を公開した。eDDASsは、

DNA 解析による土壌生物性情報に加え、畑の栽培条件、物理化学性、肥料（有機、無機）、農薬等の情報

（最大約 60項目）を登録したものである。これにより、複雑系である土壌のデータを多くの研究者が智

恵を結集して対応することができるようになるとともに、従来、得られた微生物の解析データの多くを

他の研究者が共有できるようになった。eDDASs にはこれまで解析した約 3,000 件の土壌サンプルのデー
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タ（1サンプル 30～60情報）が納められ、国内外の誰もが使えるようになっている。このような成果は、

eDNAプロジェクト参画者（総勢 46名）が一丸となって取り組んだ結果であるが、同時に、このことは、

膨大な土壌微生物を対象にその環境中での役割を解析し、それを農業に利用することために研究には多

くの関係者の協力が必要であることを示している。 

 

３．eDNAプロジェクトおよび後継プロジェクトで得られた成果 

全国の圃場での PCR-DGGE で得られた成果からは 2 つの指標を基にした利用法が考えられる 5,6,7）。

一つは特定バンドの有無や強度（バンドの濃さ）を指標として利用する方法であり、二つ目は DNA バン

ドパターン（多様性）の比較を行うものである。それら成果の一部を紹介する。 

１）特定バンドの検出：診断と拮抗菌の探索に有効 

A．トマト褐色根腐病 

北海道において、トマト褐色根腐病の 30年間未発生圃場と発病暦のある圃場における糸状菌群集構造

を比較した結果、病害未発生土壌に特徴的な２つの DNA バンドとそれに相当する微生物を分離すること

に成功している（図１）。そのバンドに相当する微生物を特定した結果、発病抑制効果を示すことを確

認した 7)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．トマト褐色根腐病の発病暦の違いと DGGEパターン 

（図：関口氏提供、「植物防疫 65:465-468,2011より」） 

B．土壌衰退現象 

特定の病原菌を連続的に処理すると病気が減少する病害衰退機構を示す土壌について、百町らは

PCR-DGGEで診断した結果、衰退土壌において、病原菌の拮抗菌である糸状菌（Trichoderma属菌）2種の

バンドが特徴的に現れた 8）。この試験の結果から、特徴的なバンドを発病抑止性の評価の指標として用

いることや、逆にこの成果を利用して発病抑止土壌の作出を効率的に行うこと利用できるのではないか

と考えている。 

 

２）微生物多様性の評価：病害防除手段の意志決定に活用 

A．多様性の解析：農薬の残効性を評価 

アブラナ科野菜根こぶ病対策に利用されているフルスルファミド粉剤は次作にも防除効果があること

が考えられた。そこで、本剤を連用している圃場で微生物の多様性を調べたところ、村上らは、糸状菌

群集構造が本剤の影響を受けており、根こぶ病の発病との関連が認められた。土壌条件や環境条件によ

る変動はあるものの、薬剤の残存効果の評価に多様性の解析が有用である可能性が示された 6）。 
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B．圃場の発病しやすさを診断 

 長野県では、土壌消毒したセルリー圃場のうちクロルピクリン処理をした畑で、しばしばフザリウム

病が多発する現象がみられた。藤永らは、こ様々な圃場で PCR-DGGE解析をした。その結果、土壌消毒後

の土壌の「発病しやすさ」を土壌微生物相の変化で捉えることができた。このことから、この診断法は、

土壌消毒処理した圃場での作付前の病害対策作りに役立つと考えている 9)。本研究は引き続き後継プロ

ジェクトで作物を変えて検討されている。 

 

４．土壌 DNA解析を用いた土壌病害診断・対策支援技術の開発 

病気を抑制する環境中に棲息する微生物をうまく活用したいというニーズは極めて高いが、そのため

には、著者らのこれまでの経験から、「激発した畑での微生物の利用は控える必要がある」と考えられ

た。しかし、その後、この考え方は、微生物の活用に限らず、他の防除技術についても同様ではないか

と考えるようになった。このことから、従来の『カレンダー防除』、すなわち病気を確認してから広域

に対策を講ずる方法ではない、新しい防除対策が必要と考えた。以下にその取り組みを紹介する。 

eDNA プロジェクト後に、農林水産省「レギュラトリーサイエンス新技術開発事業：【ハクサイ土壌病

害虫の総合的病害虫管理（ＩＰＭ）体系に向けた技術確立】、2010-2012」、「気候変動に対応した循環

型食料生産等の確立のための技術開発：【土壌病害虫診断技術等の開発】、2011-2013」（以下、土壌病

害管理プロ）と生物農薬利用プロ（前述）、「農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業：【次世代

型土壌病害診断・対策支援技術の開発】2013-」（以下、次世代型土壌病害診断・対策支援プロと称す）

が推進され、各地で問題となっている土壌病害をモデルケースとしてその診断・対策支援システムの開

発を進めている。 

その中から、土壌病害管理プロについて紹介する。本プロジェクトは、独法（農環研、近中四農研セ）、

県（高知、兵庫、長野、富山、香川、三重）の参画により実施された。その中で、著者らは、新しいシ

ステム「健康診断に基づく土壌病害管理（ヘソディム）」（HeSoDiM：Health checkup based Soil-borne 

Disease Management）10,11）を提案した（図 2）。HeSoDiM（ヘソディム）は、「診断」・「評価」・「対

策」の３つの要素から構成されたシステムである。各要素の概要は以下のとおりである（図３）。 

(1)「診断」：病害ごとの診断票にある診断項目（土壌の物理化学性、DNA診断等による生物性、 

栽培履歴等）について調べ、記録する。 

(2)「評価」：診断結果を基に総合評価し、畑の発病しやすさのレベルを判定する。レベルは、 

原則、軽度・中度・重度の３段階で評価する。 

(3)「対策」：レベルごとに用意された防除技術メニューから、コストや作業効率を考慮して最適な 

防除技術を選抜する。 

 

この結果、たとえば、レベル 1（軽度）の場合には、農薬処理は不要などと指導することにより、圃場

によってはカレンダー防除により「過剰な散布」となっていた農薬を削減することができる。なお、土

壌生物性については、長野県でレタス根腐病でセルリー病害（eDNA プロジェクト）の研究成果を発展さ

せ、土壌の微生物多様性評価を圃場の発病しやすさの指標として診断項目に入れている（藤永、2013）。

なお、このプロジェクトの成果は「指導者向けマニュアル」12）として全国に配布している。さらに、

現在は、次世代型土壌病害診断・対策支援プロの中で、さらに「普及マニュアル」の作成を目指して取

－ 18 －



り組み中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、これまで、上記プロジェクトにおいて、この共通マニュアル（農環研作成）を基に、複数の県で

実証試験が進められ、対象病害ごとのヘソディムマニュアル（指導者用マニュアル）が作成された。同

プロジェクトの終了後も、さらに多くの県で病害別マニュアルの作成が進められている。 

 

図３．ヘソディムの手順 
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５．最後に 

土壌の微生物相の解析結果を用いた土壌病害の診断の研究はまだ始まったばかりと言える。今後実施す

べき課題は山積しているが、これまでの著者の経験から以下のようなことが進められることを期待した

い。 

 

１）微生物相の研究ではしばしば「微生物コミュニティを構成する種」や「多様性の程度」が強調 

されるが、病害抑制を考えた時には、「微生物の量」を常に意識する必要がある。対象とする

土壌がどのくらいの微生物を棲息させられるかは病気の「感染閾値」（病気を引き起こす菌量）

の把握と同様に重要である。 

２）PCR-DGGEはあくまでも DNA解析技術の一つである。今後もコスト、迅速性等を考えながら、常 

に新しい技術（DNA解析、RNA解析、次世代シークエンサー利用など）の実用化を目指すことも 

重要である。一方で、これまで蓄積した PCR-DGGEの情報の活用も同じように重要であり、活用 

する必要がある。 

３）土壌物理性と化学性に土壌 DNAを用いた生物相解析が加わったことにより、ヘソディムによる 

土壌病害の診断に大きな貢献をしている。しかし、この診断の普及には、生産者に診断結果を 

説明し、対策を支援する「指導員の養成」、DNA診断が必要な時に迅速に対応できる「受託企業 

の育成」、など多くの環境整備が今後必要である。 

 

－ 20 －



参考文献 

 

１．M. Hyakumachi, M. Nishimura, T. Arakawa, S. Asano, S.Yoshida, S. Tsushima, H. Takahashi (2013) Bacillus 

thuringiensis suppresses bacterial wilt disease caused by Ralstonia solanacearum with systemic induction of 

defense-related gene expression in tomato. Microbes Environ.,28, 128. 

２．森本 晶・星野（高田）裕子（2008）PCR-DGGE 法による土壌生物群集解析法（１）一般細菌・糸状

菌．土と微生物 62, 63-68． 

３．大場広輔・岡田浩明（2008）PCR-DGGE 法による土壌生物群集解析法（２）土壌線虫相の解析．土と

微生物 62,69-74． 

４．妹尾啓史・對馬誠也（2009）土壌の生物性の遺伝子診断－現状と将来展望－．圃場と土壌 41（4)：

6-10． 

５．對馬誠也（2010）eDNAによる農耕地土壌の生物性解析・評価手法の開発．土と微生物 64 :64-69.  

６．對馬誠也（2011）ミニ特集：新たな土壌診断技術 総論 ―eDNA プロジェクトの成果と PCR-DGGE 法

による土壌診断－ 植物防疫 65: 1-6.  

７．村上弘治・仲川晃生・百町満朗・岡紀邦・浦上敦子（2012）土壌病害防除における最近の知見と動

向．土肥学誌 83,69-73. 

８．関口博之（2011）ミニ特集 新たな土壌診断技術 トマト褐色根腐病発病履歴が異なる土壌におけ

る微生物群集の PCR-DGGE法による評価．植物防疫 65,465-468.  

９．村上弘治・仲川晃生・百町満朗・岡紀邦・浦上敦子（2012）土壌病害防除における最近の知見と動

向．土肥学誌 83,69-73. 

10．藤永真史（2013）eDNA情報等に基づく土壌消毒処理後の土壌病害発生危険度予測法の開発．「土壌

微生物相の解明による土壌生物性の解析技術の開発」研究成果 494,127-130. 

ハクサイ黄化病の次世代土壌病害診断マニュアル（2013）独立行政法人農業環境技術研究所．1-16. 

11．Tsushima S, Yoshida S (2012) A new health-checkup based soil-borne disease management (HeSoDiM) and its 

use - Introduction of MAFF project (2011-2013) –.  TUA- FFTC international seminar on emerging 

infectious diseases of food crops in Asia. Abstract,204． 

12．Tsuhsima, S(2014) Integrated control and integrated pest management in Japan: the need for various 

strategies in response to agricultural diversity. JGPP 80:389-400.  

13．健康診断に基づく土壌病害管理（ヘソディム）マニュアル（2014）、農業環境技術研究 

所、1-122． 

14．ナス科作物の土壌病害に対するBacillus属等微生物の効果的活用マニュアル（2014）、農業環

境技術研究所、1-29. 

 

－ 21 －




