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農耕地 eDNA データベース（eDDASs）の開発とその活用の方向性 

 
生物生態機能研究領域 吉田重信 

 

１．はじめに  

作物の生育には、土壌の様々な要因が複雑に関係している。そのため、地力を確保しつ

つ、土壌病害の発生や連作障害等を回避して安定的な作物生産を実現するためには、土壌

の物理性や化学性だけでなく、土壌に生息する微生物相等に代表される生物性も併せた総

合的な診断・評価が必要である。土壌の物理性、化学性については、これまで多くの知見

が得られており、土壌診断の項目にも取り入れられているが、生物性については、その解

析の困難さから評価法の開発が遅れていた。そうした背景のもと、当研究所では、農林水

産省の支援を受け、土壌の生物性を解明するための基盤技術として、微生物相の解析等に

よる土壌生物性の評価手法を開発するプロジェクト研究に取り組んだ。この中で、土壌中

の DNA の解析に基づく土壌微生物相の標準的解析法を開発するとともに、その解析法に

よって明らかにした各土壌の生物性の情報を、理化学性情報や栽培履歴等とともに蓄積す

るデータベースを構築した。これらの成果を基に、現在は様々な応用に向けた研究開発が

進められている。また、本データベースに対しては、利用登録者や問い合わせ内容等から、

様々な分野からのニーズがあることも分かってきた。本稿では、こうした土壌の生物性解

析に関する研究成果を紹介するとともに、本データベースの活用に関する今後の展望につ

いて概説したい。  
 

２．標準的な土壌の生物性の解析技術の開発、活用に対するニーズ  

土壌の微生物相に代表される土壌の生物性は、土壌の物理性、化学性に比べ解析技術の

開発が遅れていたこともあり、作物生産上の役割については未解明な部分が多い。これは、

土壌中の微生物の大半は培養が困難であるとされており、その全体像を解明出来なかった

ことに起因している。このため、培養困難な微生物をも網羅できる土壌微生物相の解析技

術を開発することを目的に、当研究所では、全国の総勢 46 名の研究者らと共に、農林水産

省プロジェクト研究「土壌微生物相の解析による土壌微生物の解析技術の開発」に取り組

んだ。その結果、変性剤濃度勾配ゲル電気泳動（PCR-DGGE）法による土壌DNAの解析に

基づく土壌微生物相の標準的解析法が開発され、マニュアルとして公開された（森本･星野

（高田），2008；大場･岡田， 2008）（http://www.niaes.affrc.go.jp /project/edna/edna_jp/manual_pdf.html）

（図１）。本標準解析法の最大の特徴は、日本の農耕地の約 47%を占め（高田ら，2009）、

DNAの回収が困難とされる「黒ボク土」においても解析を可能としたこと（Hoshino and 

Matsumoto，2004）にあり、これにより全国の農耕地土壌から同じ条件でDNAの抽出およ

び生物相の解析を行うことが可能となった。この標準的な解析法のマニュアルが一般に公

開されたことにより、民間の分析会社でも本解析法に基づく受託解析が開始される等、土

壌生物性の解析事例が急速に蓄積され始めた（對馬，2010；浅川ら，2011）。なお、DNA

解析に基づく各種環境中の微生物群集の解析手法は、現在までの間に日々進化し、多くの

新たな手法が次々に開発されてきているが、そうした中で、本解析法のベースとなってい
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るPCR-DGGE法は、解析コストや解析結果の視認性の点でのメリットがあり、本標準解析

法の利用可能性は高いと考える。事実、本マニュアルの開発者メンバーである森本や星野

らは、農林水産省主催の農林交流センターワークショップで、本標準解析法に関する講習

会をこれまでに毎年計 5 回実施してきたが、いずれの回も、大学や公設試験研究機関はも

とより、環境、食品関連企業等様々な技術分野からの応募者が殺到し、受講者の絞り込み

に毎回苦労している状況にある。このことは、本解析法の利用可能性が高く、その利用に

対するニーズが、現在でも確実に存在していることを裏付けているといえよう。   
 

３．土壌の生物性の作物生産に与えるインパクト  

 上述の標準解析法の開発により、微生物相解析に基づく土壌の生物性は、様々な現象と

関係していることが見出されるとともに、その解析結果を応用に繋げられる可能性が明ら

かになってきた。特に、土壌病害との発生の関連についての知見は、多く蓄積されてきて

いる。例えば、長瀬ら（2014）は、ハクサイ産地でしばしば激発し、減収を引き起こすハ

クサイ黄化病を対象に、群馬県内の発生程度の異なる圃場の非根圏土壌を経時的に採取し、

PCR-DGGE 法による土壌の細菌相、糸状菌相および一般線虫相の多様性、さらに本病の病

原菌である Verticillium dahliae、V. longisporum および発病を助長するとされるキタネグサ

レセンチュウ（Pratylenchus penetrans）の土壌中の存在程度を解析し、それらと発病程度

との関連性を調べた。その結果、前作収穫後の時期の土壌の一般線虫相の多様性や、病原

菌の DGGEバンドの存在割合が当該年の圃場での本病の発生程度と関係性が高いことを見

出し、これらを予め調べておくことで、本病の発生しやすさを事前に評価できることを提

案している。その他に、セルリー萎黄病（藤永ら，2012）、トマト褐色根腐病（関口，2011）、

アスパラガス立枯病（（独）農研機構野菜茶業研究所，2014）等についても、病害の発生に

土壌の生物性が関連していることが本標準解析法の活用によって明らかにされている。さ

らに、こうした病害発生との関連性の知見を踏まえ、土壌の生物性の評価を土壌病害の発

生しやすさの診断に活用し、診断結果に基づき土壌病害管理に役立てる仕組みも開発され 

図 1．土壌細菌・糸状菌相および土壌線虫相の標準的解析法マニュアルの表紙 
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ている。この診断に基づく土壌病害の管理技術の考えは、予防医学の発想に基づいている

ことから、對馬らは、この概念を「畑の健康診断に基づく土壌病害の管理」の英語表記

（Health checkup based Soil-borne Disease Management）の頭文字部分を取って、HeSoDiM

（ヘソディム）と名付けている（Tsushima and Yoshida, 2012；（独）農業環境技術研究所，

2014b；吉田，2014）（図２）。すなわち、ヘソディムは「診断」、「評価」、「対策」が一つの

パッケージとなっており、複数の診断項目に基づき評価される圃場の発病しやすさの程度

に応じて病害対策を講じようとする概念である。これにより、例えば、栽培前の圃場にお

いて土壌くん蒸剤の使用の要否判断を診断し、土壌くん蒸剤の「過剰な使用」の回避等を

図ることが可能となる。ヘソディムに基づく土壌病害管理は、幾つかの代表的病害を対象

に既にマニュアル化され（図３）、その有効性が現地圃場

で確認されている（鈴木，2014）。こうしたヘソディムに

基づく土壌病害管理を、様々な作物病害に適用していく

上でも、PCR-DGGE法による土壌の生物性の評価は、診

断項目（診断ツール）の一つとして活用されうる重要な

技術になっている。  

また、本標準解析法は、他にも様々な土壌管理のため

の基礎知見の解明に役立っている。宮丸（2012）は、緑

肥すき込みによって微生物相が変遷することを明らかに

し、その変遷パターンに基づき、緑肥すき込み後の次作

の播種適期の推定が可能であることを見出している。ま

た、土壌消毒剤の土壌中の残存効果についても、本解析

法によって評価でき、その結果に基づき薬剤投入時期の

推定に役立てられる可能性も示唆されている（村上，

2011）。以上のように、標準解析法によって得られる土壌

の生物性の解析結果は、農耕地土壌における様々な管理技術の開発に繋げられる可能性が

ある。  
 

４．栽培管理・土壌理化学性情報と土壌 DNA 情報を蓄積した「農耕地 eDNA データベース

（eDDASs）」の開発  

標準解析法によって解明された土壌の生物性の特徴は、様々な応用への展開が期待でき

図３．ヘソディムマニュアル

の表紙 

図２．ヘソディムの概念図 
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るものの、その応用の可能性をより広範に展開させるためには、共通の手法で解析された

土壌の生物性データを蓄積し、それを多くの人が自由に閲覧･利用できるシステム作りが必

要であると考えた（對馬，2010a,b）。すなわち、土壌という複雑系の中から応用に結びつ

く特徴を多く見出し、これらを活用するためには、多くの関係者の英知を集積することが

重要であり、そのためには、相互比較可能な数多くのデータを多くの関係者が利用できる

仕組み作りが必要である。こうした戦略のもと、当研究所では、土壌中の DNA（eDNA：

environmental DNA）に基づく土壌の生物性と、土壌理化学性の情報とを併せて蓄積し、誰

でも利用できる「農耕地 eDNA データベース（eDDASs: eDNA Database for Agricultural Soils）」

を開発した（（独）農業環境技術研究所，2014a）（図４）。  

eDDASs は、以下に示す 3 つの特徴を持っている。すなわち、①各採取土壌の標準解析

法に基づく土壌糸状菌・細菌・線虫相の生物性情報の他に、採取地、採取者名、土壌理化

学性（炭素・窒素・可給体リン量等）、栽培条件（作物名、肥培管理）等最大で 68 項目の

情報が蓄積可能なデータベースとなっており、2014 年 10 月現在で、全国 31 地点 22 県の

約 3,900 件の土壌サンプルに関する情報が登録され、これらの閲覧が可能となっている。

ここで強調したいことは、各土壌において、生物性情報と理化学性情報を併せ持つことで

あり、こうした両情報を併せ持つ農耕地のデータベースは世界的にも類のないものである。

また、②生物性情報は、PCR-DGGE 法による DNA バンドの生画像としてだけでなく、他

サンプルとの比較が出来るようにデジタル化された DNA バンド画像も見ることもでき、

その多様性指数も併せて表示される。さらに、③全国の農耕地土壌に関する登録情報の蓄

積を図るため、eDDASs では誰でも登録できるシステムとして設計されている。  

具体的な eDDASs の利用法としては、トップ画面から簡易検索画面（図５）に入ると、

土壌の由来や土壌群等を指定することで、興味のある土壌サンプルデータを絞り込んで検

索することが可能となる。さらに、詳細検索として、キーワード検索機能も付いており、

興味のあるキーワードに該当する土壌サンプルデータだけを抽出することも出来る。検索

結果一覧画面は、簡易検索画面の下部に現れ、各土壌サンプルのアクセッション番号、生 

図４．農耕地 eDNA データベース（eDDASs）のトップ画面 
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物性情報（DGGE 標準ゲル画像および反復解析画像データ情報）のリスト、採取者、採取

年月日等が表示される。その中で、DGGE 標準ゲル画像データと反復解析画像データ欄の

指定部分をクリックすると、それぞれの詳細データが閲覧できるようになっている（図６）。

図５．簡易検索および検索結果一覧画面 

図６．詳細データ閲覧画面の一部（検索対象サンプルの DGGE バン

ドの生データ[赤枠]とともに、そのデジタル画像[青枠]が閲覧できる） 
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詳細データ画面には、DGGE プロファイルに基づく多様性指数の他に、土壌サンプルの理

化学性および栽培管理情報も併せて示されおり、サンプル採取地点もグーグルマップ上で

表示される仕組みとなっている。これらの検索結果の一覧や各サンプルの詳細データは、

ダウンロードすることが可能で、各データの更なる解析や活用に役立てることが可能であ

る。また、データベースには、第三者が自身のサンプルデータを登録することも可能にし

ており、登録申請時にデータの一定の精度が確認された後に、データが登録されるシステ

ムとなっている。これにより、全国各地の農耕地土壌サンプルの情報が効率的に蓄積され

ることが期待できる。  
 

５．eDDASs の期待される活用場面  

 では、eDDASs はどのような場面での活用が想定されるであろうか？土壌の生物性が、

土壌病害の発生程度や土壌消毒剤の残効性等と関係することはすでに記したが、eDDASs

には、こうした関係性を調べた根拠となる土壌サンプルデータが蓄積されている。そこで、

これらのデータとユーザーが調べたい土壌サンプルデータとを比較検討することにより、

関心のある圃場でも同様の関係性を持つかどうかを推定できるようになり、土壌病害の発

生しやすさの診断や、土壌消毒剤の効率的利用等に活用出来る可能性がある。また、長年

作物を連作しても病害発生が少ない、いわゆる発病抑止土壌（村上 , 2014；豊田，2011）

が存在していることが経験的に知られているが、こうした特徴を持つ土壌サンプルデータ

をさらに eDDASs に蓄積し、その特徴を解明することで、発病抑止土壌であるかどうかの

判別だけでなく、これらの情報を抑止土壌の作出にも活用出来る可能性がある。また、実

際に農業生産に携わる民間の関係者からも、eDDASs の発展･充実への期待の声が寄せられ

ている。例えば、野菜加工品製造企業の普及担当者との議論では、契約野菜栽培圃場の土

壌の健全性（ここでの興味は、土壌病害の発生しにくさ）を圃場毎に評価するシステムを

eDDASs の活用により独自に開発し、安定的野菜生産に活かしたい、という期待が寄せら

れている。さらに、土壌病害対策以外のニーズとして、農業生産法人の担当者からは、圃

場における土壌の理化学性および生物性の性質が、対象作物の有名産地の土壌の性質と同

等であることを eDDASs の活用により科学的に裏付けられれば、生産物の PR 材料となり、

生産物のブランド化や付加価値化につながるだけでなく、いわゆる GAP の観点に基づく適

正な農業生産活動における適正な土壌管理の実践のアピールにもなりうる、という期待が

寄せられている。なお、そのためには、有名産地の代表的な土壌の生物性および理化学性

情報を eDDASs に蓄積しておく必要があることはいうまでもない。  

 さらに、上述のような開発当初に想定していたユーザーからの期待の他に、全く予想だ

にしなかった産業界からも eDDASs への関心が寄せられていることもわかってきた。従来

までの eDDASs の利用には登録申請が必要であった（現在は不要）が、その登録者の所属

を見ると、公設試験研究機関や大学関係者以外に、民間企業関係者も数多く登録している

ことがわかった。さらに、その業種内訳を見ると、農薬肥料や農業資材メーカーだけでな

く、食品メーカー、IT 企業、水処理メーカー、環境コンサルタント、家電メーカー等、当

初は予想していなかった業種からの閲覧および利用の申し込みが来ていた。各申請者の

eDDASs の利用目的は不明であるが、何らかの活用の意図があることは間違いない。この

ことは、eDDASs が農業分野とは異なる産業においても活用されうるものであり、その活
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用に伴い、当初予想できなかったイノベーティブなビジネスが創出される可能性があるこ

とを示唆するものである。  
 

おわりに  

以上のように、eDDASs は様々な活用の可能性を秘めていると考えているが、eDDASs

を一人でも多くのユーザーに利用してもらうとともに、こうした可能性の実現を図るため

には、土壌サンプルデータの更なる集積が最も重要である。演者らのグループでは、関連

研究事業等を通じて収集された全国の農耕地の土壌サンプルについて、順次データを解析

し、eDDASs に登録する作業を行っている。また、eDDASs のプレゼンスを高める PR 活動

も、その利用促進やデータの蓄積に結びつける上で極めて重要であり、今後は宣伝活動に

もより一層傾注すべきであるとも考えている。さらに、近年急速な進歩を遂げている新た

な土壌生物性解析技術については、近い将来にはその解析に係る各種コストの低減や技術

の成熟化が予想される。そのような成熟化された新技術も柔軟に組み入れられるようなプ

ラットフォームの整備も、eDDASs には近々に求められる課題となってくるであろう。以

上のような課題を念頭に、今後も引き続き eDDASs の利用促進に向けた取り組みに邁進し

ていきたい。  
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壌病害診断・対策支援技術の開発」による助成を受けて行った。  
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