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序　　　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。
　この第 537 集「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト─土壌病害虫診断技術
等の開発─」は、農林水産省農林水産技術会議の委託プロジェクト研究として、2011 年度から 2013 年度ま
での 3年間にわたり、独立行政法人農業環境技術研究所を中心に実施した研究成果をとりまとめたものであ
る。
　土壌病害は、一般的に防除が困難とされ、多くの現場で被害が深刻となっている。この対策として、発病
が懸念される地域では、防除暦に従い一斉に農薬処理を行ういわゆるカレンダー防除が実施されてきた。こ
の方法は広域の病害虫管理に大きな貢献をしてきた一方で、防除の必要性の少ない箇所まで処理を行うケー
スが多いことも指摘されてきた。さらに、近年、土壌消毒による周辺環境への影響も懸念されることから、
今まで以上に環境に配慮し、かつ低コストで適切な防除を行うシステムの構築が課題とされている。
　本研究は、土壌の生物性、理化学性等の解析データと実際の土壌病害の発病のしやすさを関連付け、例え
ばヒトが健康診断の結果によって病気に対する治療（投薬の有無等）の方針を決めるように、土壌の状態の
「診断」、発病しやすさの「評価」、薬剤使用の有無等の「対策」をセットにしたシステムの構築を目指すも
のである。
　この研究の成果は、今後の農林水産関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考
え、関係機関に供する次第である。
　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　2015 年 2 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
西郷　正道　　
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Ⅳ　研究目的
１　土壌微生物相解析及び土壌診断票に基づく
土壌管理システム（プロトタイプ）の構築

　石油由来資源の使用を削減する技術の開発などを
一体的・効果的に行い、環境負荷を最小化した低投
入・循環型の農業・食料生産方式へ転換するための
研究開発を推進するため、日本の主要土壌を対象
に、土壌微生物等の遺伝子解析技術を取り入れ、土
壌消毒区と無処理区の解析結果の比較等を通じて重
要土壌病害虫の診断技術を開発する。また、診断結

果に応じて土壌病害虫制御技術を体系化し、標準的
な土壌病害虫の制御技術を開発する。このため、
どの土壌病害にも利用可能な土壌病害管理システ
ム（プロトタイプ）を開発する。さらに、各課題担
当者から送られて来る土壌サンプルについて PCR-
DGGE 解析を行い担当者に解析結果を提供し、各
課題の土壌診断票作成等に活用する。

２　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌
診断に基づく管理技術の開発

　病害毎の土壌診断技術の開発とそれを用いた管理
技術を開発するため、トマト、ショウガ、レタス、
ダイズ及びアブラナ科野菜の重要病害を対象に、発
病しやすさ（発病ポテンシャル）や土壌生物性・理
化学性を基にした土壌診断技術を開発し、その診断
結果に基づく病害管理技術を確立する。

Ⅴ　研究方法
１　土壌微生物相解析及び土壌診断票に基づく
土壌管理システム（プロトタイプ）の構築

　（ア）　各地の土壌の生物性解析と土壌病害診断指
標の選抜
　各地の課題担当者から送付された土壌試料につい
て、PCR-DGGE マニュアル（eDNA プロジェクト
成果）に沿って、DNA 抽出、PCR-DGGE 解析を行
うとともに、土壌の情報（栽培歴、発病程度、理化
学性など）を収集して、農耕地 eDNA データベー
ス（eDDASs）に登録する。さらに、研究目的に応
じて PCR-DGGE 解析データについていくつかの統
計解析を実施し、その結果を課題担当者に送付し
て、各課題の土壌診断票作成等に役立てる。
　（イ）　土壌病害診断票の作成・利用法及び土壌病
害管理システム（プロトタイプ）の開発
　Web からダウンロードできる土壌病害診断票を
作成する。さらに、どの土壌病害にも適応可能な
土壌病害管理システム（プロトタイプ）を開発す
る。なお、本課題では、「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）」 を 提 案
し、そのマニュアルを作成した。ヘソディムは、

研　究　の　要　約
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「診断」「評価」「対策」の３項目からなる予防を重
視した新しい土壌病害管理システムであり、発生予
測が難しい土壌病害対策として、「発生予測に依存
せず」、「発病ポテンシャルの基準値に沿って予防的
に対策を目指す」新しい管理してシステムである。

２　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌
診断に基づく管理技術の開発

　トマト、ショウガ、レタス、ダイズ及びアブラナ
科野菜（ブロッコリー、キャベツ、アブラナ科野菜

全般）の重要病害を対象に、それぞれ病害毎に、文
献情報、これまでの担当者の成果を踏まえて、診断
項目の選定を行う。そのため、病害の前作発病度や
土壌理化学性、土壌生物性、などの候補項目につい
て、実際に圃場試験で検証を行い、最適は診断項目
の選定と発病しやすさ（発病ポテンシャル）をレベ
ル（３段階）で示す方法を検討した。さらに、それ
らのレベルに応じた対策技術の開発を行った。

研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

11 12 13 機関 研究室

1�　土壌微生物相解析及び土壌診断票に基づく
土壌管理システム（プロトタイプ）の構築

（1）各地の土壌病害等の土壌微生物相解析及
び土壌病害管理システム（プロトタイプ）
の構築

2�　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌
診断に基づく管理技術の開発

（1）トマト青枯病管理技術の開発

（2）ショウガ根茎腐敗病管理技術の開発

（3）レタス根腐病管理技術の開発

（4）ダイズ茎疫病管理技術の開発

（5）アブラナ科野菜根こぶ病の総合的管理技
術の開発

（6）ブロッコリー根こぶ病管理技術の開発
（7）キャベツ根こぶ病管理技術の開発

農業環境技術研究
所

兵庫県立農林水産
技術総合センター
高知県農業技術セ
ンター
長野県野菜花き試
験場
富山県農林水産総
合研究センター
近畿中国四国農業
研究センター
香川県農業試験場
三重県農業研究所

農業環境インベン
トリセンター

環境・病害虫部

生産環境課

環境部

病理昆虫課

環境保全型野菜研
究領域
生産環境部門
循環機能開発研究
課

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組み合わせて表示してある。（例：1-
（1）の課題の 1 番目の図の場合は、図 11-1 と表示。）
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Ⅵ　研究結果
１　土壌微生物相解析及び土壌診断票に基づく
土壌管理システム（プロトタイプ）の構築

（１）　各地の土壌病害等の土壌微生物相解析及び土
壌病害管理システム（プロトタイプ）の構築
　全国から送付された 606 土壌試料の PCR-DGGE
解析を行い、農耕地 eDNA データベース（eDDASs）
登録を行った。それら結果の統計解析等を行った。
その結果、クロルピクリン処理後の畑で糸状菌相が
顕著に異なることや、処理前後の糸状菌相の変化が
少ない圃場で発病度が高いことなどが明らかになっ
た。また、土壌消毒処理剤（エタノール処理、糖
蜜処理、太陽熱消毒処理）によって土壌層別（0 ～
30cm、30 ～ 60cm、60 ～ 90cm）の微生物相に及
ぼす影響は異なっていることが明らかになった。加
えて、各病原菌の DGGE のゲル上のバンド位置を
特定した。
　カレンダー防除による「無駄な農薬使用」を削減
するために、発生予測が難しい土壌病害の新しいシ
ステムを提案した（図 11-4）。新システムは、土壌
診断項目毎に儲けた基準値を基に、畑の「発病しや
すさ（発病ポテンシャル）」を 3 段階（レベル 1 ～
3）で評価し、そのレベルに応じて対策を講ずるも
のである。この結果、たとえば、「レベル 3 では農
薬は不要で、他の防除手段で良い」、「レベル 1 なの
で、既存技術○○（土作り、微生物資材など）が利
用可能です」など、「無駄な削減」や「使われなく
なった既存の防除技術の再利用」が可能になると考
えられる。
　この新システムは、「健康診断に基づく土壌病
害管理」であり、その英語の略称から、ヘソディ
ム（HeSoDiM：Health�checkup�based�Soilborne�
Disease�Management）と称す。このシステムは

「診断」「評価」「対策」の三つから構成されるもの
である。診断項目では、どの病害にも共通するも
のとして、「前作発病度」、「土壌群名」、「土壌生物
性（病原菌や微生物相）と理化学性（病害毎に異な
る）」、「発病しやすさ検定（DRC 診断）」が考えら
れた。また、診断結果を評価し生産者に指導するた
めに、「指導員」が重要な役割を果たすこともこの
システムの特徴である。
　診断では、診断項目毎に発病しやすさに関する基
準値を設け、指導員はその基準を超えるかどうかと

問診結果で畑の発病しやすさ（発病ポテンシャル）
を総合判断する。その結果をもとに、経済的に最適
な防除手段を提案し生産者の意思決定を支援するも
のである。徹底した予防を目指した一種の IPM で
あり、低コストな環境保全型農業にも貢献すると考
える。
　以上の考え方と基に、どの病害にも対応できる

「ヘソディム標準マニュアル」を作成した（図 11-
5）。これに基づき、課題毎に病害毎のマニュアルが
作成された。

２　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌
診断に基づく管理技術の開発

（１）　トマト青枯病管理技術の開発
　2012 年（4 ほ場）、2013 年（8 ほ場）を土壌層別

（0 ～ 30、30 ～ 60、60 ～ 90cm）に病原菌の有無、
微生物相を調べた。層別の病原菌の有無が診断に有
効であることが示唆された。
　土壌消毒、接ぎ木などの各種防除技術の組み合わ
せによる防除効果を調べた。その結果、太陽熱消毒
ではほぼ無処理と発病株率は変わらなかったが、エ
タノール処理、糖蜜処理により実生での発病株率は
半分程度に抑えられ、さらにこの技術に高接ぎを加
えることにより防除価が 66.7 と高くなった。
　2 年間の現地調査及び場内試験の結果、青枯病菌
の検出される最も浅い層の深度を指数化し、1：全
ての層で検出限界以下、2：60 ～ 90cm で検出、3：
30 ～ 60cm で検出、4：0 ～ 30cm で検出としたと
ころ、その指数と、実生苗及び慣行接ぎ木での発病
株率に中程度の相関が見られ�（表 21-2、表 21-3）、
青枯病菌の生息深度が、発病ポテンシャル推定に使
用できることが示唆された。
　PCR-DGGE法ではエタノール消毒を行った区で、
バンドパターンのクラスターが他の処理と大きく異
なる結果が得られたが、生物多様性指数と発病との
関係は判然としなかった。
　モデル試験において病原菌の生息深度と発病の関
係を調べた。実生では全層汚染区のみ全て発病、枯
死した。中層汚染区は、枯死は見られず、導管褐変
及び菌の検出があった。下層汚染区は導管褐変及び
菌の検出は中層汚染区よりも低率であった。土壌の
菌密度は、汚染土壌より上層では、株の感染があっ
た場合に、広がりが見られた。接ぎ木については、
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全区において発病及び感染が確認されず、青枯病菌
の接種した層から他の層へ菌の移動もほとんどな
かった。青枯病菌の生息深度が発病の程度に影響を
与えることがモデル試験でも示唆された。
　作付履歴の異なるほ場での接ぎ木の方法による防
除効果の検討を行った。その結果、前作の発病程度
が多いほど実生での発病は高く、高接ぎ木でも同様
の傾向が見られ、中発生区では防除価 100 であった
が、甚発生区では 46.7 に止まった。慣行接ぎ木は
どの区においても高接ぎ木よりも発病株率が若干高
く推移した。
　イムノクロマトを使用した土壌からの病原細菌の
簡易検定技術を検討した。その結果、室温では静置
4 日後には 103CFU/g 乾土以上の濃度で青枯病菌を
検出できたが、それ以下の低濃度では検出がばらつ
く結果となった。水槽で 27℃の恒温管理をした場
合、静置 2 日後には 102 ～ 103CFU/g 乾土以上の濃
度で青枯病菌を検出することができた。また、静置
5 ～ 7 日後には 100CFU/g 乾土レベルの濃度まで青
枯病菌を検出することができた。予め、選択培地に
よる菌密度を測定しておいた現地ほ場の土壌や試験
場内の土壌でも同様の結果が得られたため、この技
術は青枯病菌の検出や菌密度の簡易推定に活用でき
ることが示唆された。
　ヘソディムの考え方に沿って、ハウス栽培（抑制
栽培）におけるトマト青枯病の次世代土壌病害診断
マニュアル（指導者向け）を作成した。発病ポテン
シャルを推定する診断項目には①発病履歴②青枯病
菌の生息深度と菌密度③土性を選択した。また、病
原菌の土壌からの検出方法として、選択培地による
方法の代替技術としてイムノクロマトを使用した土
壌からの病原細菌の簡易検技術を追加した。

（２）　ショウガ根茎腐敗病管理技術の開発
　土壌診断票の作成を行った。2011 及び 2012 年に
高知県内のショウガほ場から採集した土壌の調査し
た結果、土壌の理化学性では、可給態リン酸と pH
の相関係数は 0.66、土壌水分、全炭素及び全窒素の
3 者の相関係数が比較的高かったが、発病程度と土
壌の理化学性の相関は低かった。土壌の生物性にお
いても細菌及び糸状菌の多様性は発病程度と相関が
認められなかった。一方、トウモロコシ及びオオム
ギによる病原菌の捕捉率と発病程度には相関が認め
られた。

　菌密度発病曲線（DRC）を自然汚染土壌と人
工汚染土壌を用いて調べた。土壌から検出された
Pythium 属菌の rDNA-ITS 領域の塩基配列を解析
したところ、いずれも P. aphanidermatam に該当
し、根茎腐敗病菌は検出されなかった。前年まで
ショウガを栽培していた高知 1 では 60％程度発病
が認められたが、ショウガを栽培していなかった高
知 2 では全く発病が認められなかった。しかし、高
知 2 を滅菌土壌で希釈した 1/10 希釈区では、20％
の発病株率であった。同様に、人工汚染土壌で調べ
た。土壌への接種菌量が 0.5 枚 / 鉢及び 2 枚 / 鉢区
では、選択培地による直接検出法で全く根茎腐敗病
菌が検出されなかった。10 枚 / 鉢区では検出され
たものの、10 個 /g 土壌の菌密度に留まった。土壌
への接種菌量が 0.5 枚 / 鉢及び 2 枚 / 鉢区の発病株
率は 80 ～ 90％で、10 枚 / 鉢区では 100％に達した。
　4 種類の選択培地を比較したところ、NARF 培
地上では根茎腐敗病菌の菌糸の密度が粗く周縁で
密となる特徴を示し、P. aphanidermatam と区別
しやすかった。また、NARF 培地では NARM 及び
PARP 培地上の菌そうよりもやや小さかったが、ほ
とんど雑菌の混入が認められなかった。しかし、い
ずれの培地においても Pythium 属菌の検出数に差
は認められなかった。
　現地ショウガ栽培土壌を対象した検出では、選択
培地を用いた直接検出法では、根茎腐敗病菌を全く
検出できなかったが、捕捉法では、中程度以上の発
病ほ場で根茎腐敗病菌をほぼ検出できた。少程度の
発病ほ場では、検出できない場合も見られた。しか
し、検出されなかった供試土壌から再度検出を試み
たところ、検出される場合があった。また、PCR
法は捕捉法よりも検出感度が低かった。
　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制御技術
の開発を行った。「前年の発病程度」の診断項目と
しての有効性を調べた。その結果、前年に発病が見
られたほ場のほとんどから捕捉法によって根茎腐敗
病菌が検出された。前年の発病程度が高いほ場ほど
早い時期から発病が見られ、7 月下旬の発病株率も
高い傾向であった。供試土壌を 1/10 量に希釈して
も、汚染程度が高い土壌ではほとんど違いが認めら
れなかったが、汚染程度が低い土壌では発病が見ら
れなくなったり、初発生時期が遅れたりした。ま
た、供試土壌を採集したほ場の当年度の発病程度
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は、前年の発病程度及び捕捉法による菌密度調査と
ほぼ一致した。この結果、前年度発病、補足法の活
用は有効な診断項目になると判断した。
　捕捉法の有効性について検討した。ペトリ皿 1 枚
で汚染した土壌 1g 当たりの卵胞子数は 5.8 × 101

個であった。根茎腐敗病菌の接種菌量が多くなるほ
ど発病が多くなる傾向が見られたが、滅菌土と無滅
菌土の差はほとんど認められなかった。また、捕捉
法においても、同様に捕捉率が上昇する傾向が見ら
れ、滅菌土では無滅菌土よりも捕捉率が高かった

（図 22-3）。
　マニュアルを作成した。本病害においては、収穫
時に発病が見られず、捕捉法による菌密度調査で根
茎腐敗病菌が検出されない場合の発病ポテンシャル
をレベル 1 とした。目視によるほ場の発病面積率
が 0.5％未満であったり、発病株が見られなくても
収穫時に根茎表面の罹病が確認されるか、又は捕捉
法の捕捉率が 5％未満の場合にはレベル 2 とした。
ほ場の発病面積率が 0.5％以上又は捕捉法の捕捉率
が 5％以上の場合にはレベル 3 とした。発病ポテン
シャルがレベル 1 の場合には、ダゾメット粉粒剤で
土壌消毒を実施し、発病が見られた時点で生育中の
防除を開始する随時防除を推奨した。レベル 2 の
場合には、ダゾメット粉粒剤、クロルピクリン又
はソイリーンで土壌消毒を実施後、6 月下旬にユニ
フォーム粒剤で生育中の防除を実施し、その後に発
病が見られた場合には生育中の防除を追加すること
を推奨した。レベル 3 の場合には、ダゾメット粉粒
剤とクロルピクリン錠剤の併用処理又はソイリーン
で土壌消毒を実施後、6 月下旬から約 20 日間隔で
ローテーション散布による生育中の防除を実施する
ことを推奨した。
　マニュアルの検証を行った。前作の発病程度は
多、捕捉法による捕捉率はトウモロコシで 20％、
オオムギで 15％であったことから、発病ポテンシャ
ルはレベル 3 に該当した。その診断結果に基づきく
ん蒸剤には推奨されるクロルピクリン錠剤とダゾ
メットを併用して使用し、生育中にも防除薬剤を約
20 日間隔で 6 回使用した。その結果、収穫時期の
11 月においても根茎腐敗病の発生は全く認められ
なかった。

（３）レタス根腐病管理技術の開発
　圃場内での発病分布を調査した。その結果、試験

圃場ではⅤレタス（レース 1 抵抗性）でレース 2 に
より発病株が散見された。発病株は圃場の一部分に
偏って発生する傾向が認められた。さらに発生は道
路側から垂直に奥方向に連続して発生し、発病程度
も道路側ほど高かった。
　各土壌へ接種するレタス根腐病菌接種密度が発病
に及ぼす影響を調べた。その結果、クロルピクリン
土壌くん蒸処理により発病し易くなる感染閾値の低
下 2）（セルリー萎黄病常発圃場で認められていた）
は、レタス根腐病発生圃場では認められなかった。
　長野県朝日村現地レタス根腐病発生圃場におい
て、発生分布程度が異なる全ての任意地点の土壌と
も土壌消毒前後で明らかに異なるバンドパターンを
示した。また、PCR-DGGE 解析では土壌消毒後に
は特徴的なメジャーバンドが認められ、クロルピク
リン土壌消毒により優占的に生育する菌群だと推
察された。また、同様なことが細菌でも認められ
ており、クローニングを行ったところ、糸状菌は
Hypocreales 目、細菌は Ktedobacter 属の菌株と高
い相同性を示した。これらの菌の作用については今
後の検討課題と考えられた。
　長野県南佐久郡南牧村、川上村のレタス栽培（ま
たはレタス栽培履歴が有る）圃場生育良好圃場（11
圃場 33 検体）、不良圃場（14 圃場 42 検体）の多様
性指数は、良好圃場では（R）4-20、平均が 11.6、
一方の不良圃場ではリッチネス（R）7-21、平均
13.2 で、表面上の生育良不良と土壌の多様性指数と
の間には相関は認められなかった。また、調査した
作柄の不良圃場において、過去にセルリー萎黄病で
確認されていた感染閾値の低下が認められる傾向に
あった。これは、調査対象地域はハクサイとの輪作
が慣行で行われており、ハクサイでは黄化病対策
でクロルピクリン剤による土壌くん蒸処理をされ
た経緯があったためと考えられた。現地圃場（生
育良好及び不良圃場）25 圃場 75 検体の土壌を収集
し、HeSoDiM 診断を基にしたレタス生育不良圃場
の要因解析を行った。その結果、生育良好圃場（11
圃場 33 検体）、不良圃場（14 圃場 42 検体）におけ
る理化学性解析では、EC、pH、トルオーグリン酸
値、全炭素、全窒素、貫入抵抗値に大きな相異は認
められず、理化学性解析では生育不良の要因究明は
できなかった。
　これらの結果を反映し、ヘソディムに沿って、

─ 5 ─



「レタス根腐病の次世代型診断・対策マニュアル」
作成した（図 23-3）。

（４）ダイズ茎疫病管理技術の開発
　種子処理剤の現地適応性を評価した。その結果、
圃場によって防除価に大きな差が認められたもの
の、平均で 60 程度の防除価であった。なお、圃場
によって最も効果が高い薬剤が異なった。続いて、
土壌処理剤、種子処理剤、亜リン酸の組み合わせを
検討した。茎疫病に対しては種子処理剤の効果が高
かった。また、土壌処理剤や亜リン酸肥料にも防除
効果が認められた。
　発生状況とその要因解析を行った。2012 年の県
下 107 圃場の調査では 30％の圃場で本病の発生が
認められ、種子消毒は 64％の圃場で採用されてい
た。種子処理剤を施用した圃場は、無処理圃場に比
べて、発生が明らかに少なかった。播種が遅くなる
ほど、麦跡、排水に適さない平畦、グライ土で発生
が多い傾向が認められた。
　圃場の排水性の評価指標を得るために現地技術者
へ行ったアンケートの結果、現地での排水性中程度
とは降雨後の停滞水の残存日数が 2 日ほどを意味
し、3 日以上となった場合に排水不良と評価されて
いる。過去に調査した地域の作土深、土壌硬度、仮
比重と排水性との間には明らかな関係が認められな
かった。
　茎挿法による土壌からの病原菌の検出を行った。
29 圃場の土壌試料で検討した結果、茎挿法での発
病も多い傾向が認められた。
　客土後年数が異なる圃場の微生物相と発病の関係
を解析した。その結果、PCR-DGGE 法により土壌
微生物相の解析では、細菌の多様性指数 Richness
は客土前の原土では乏しく、2 年目で一旦高まる
が、その後低下し、その後、徐々に高まる傾向が認
められた。クラスター解析の結果、耕作年数に応じ
てクラスターが分かれる傾向にあり、耕作年数に応
じて微生物相が一定の規律をもって変遷してゆく可
能性が示された。また、畝立の有無や播種深度と発
病の関係を調べた結果、播種深度が深いほど明らか
に本病の発生が増加した。
　以上の成果を基に、HeSoDiM に基づくマニュア
ルを策定した（図 24-15）。診断の項目、発病ポテ
ンシャル推定法とこれに応じた防除対策が示されて
いる。発病ポテンシャル（0 ～ 3）は、①過去及び

地域の発生、②圃場の排水性（降雨後の停滞水の状
況）、③播種様式（平床、畝立）、④土壌 pH、⑤土
壌群、⑥土壌の生物性（PCR-DGGE 法）の計 6 項
目のうち、判定可能な項目について 0 ～ 3 までのリ
スク値を決定し、そのリスク値を積算して診断項目
数で割ることにより算出する。次に、その発病ポテ
ンシャルに応じて、対策不要～作物変更までの強度
の異なる防除メニューを提示するものである。

（５）　アブラナ科野菜根こぶ病管理技術の開発
　DRC データの作成・収集：温室・ガラス室試験
で 43 点、人工気象室試験で 53 点の DRC データを
収集した。その結果、供試した病原菌や土壌、植
物・品種により DRC が異なる事例が認められた。
　新たに収集した病原菌では、兵庫菌、鳥取菌、
広島菌では、ほぼ同様の DRC パターンを示し、103

個休眠胞子 /g 土壌から発病がみられ、104 個休眠
胞子 /g 土壌では顕著な発病となった。一方、岡山
菌では、104 個休眠胞子 /g 土壌から発病がみられ、
105 個休眠胞子 /g 土壌で顕著となり、褐色低地土
とハクサイ（新あづま）を供試した本試験条件で
は、中程度の休眠胞子密度で、他よりも発病が低い
傾向であった。
　京都府綾部市の 4 土壌の比較では、群馬菌とハク
サイ（新あづま）を供試した場合、褐色低地土、黒
ボク土、黄色土ではほぼ同様の DRC パターンとな
り、104 個休眠胞子 /g 土壌でも発病はそれほど多
くなかったが、105 個休眠胞子 /g 土壌では顕著で
あった。灰色低地土では 104 個休眠胞子 /g 土壌で
も発病は顕著であった。
　ハクサイの品種比較では、群馬菌と褐色低地土
を供試条件では、晴黄 75、晴黄 85、SCR 黄味 85、
SCR ひろ黄、あきめきは休眠胞子密度が高くても
発病はほとんどみられなかったのに対し、新あづま
やほまれ二号では 103 個休眠胞子 /g 土壌からわず
かではあるが発病がみられはじめ、新あづまでは
104 個休眠胞子 /g 土壌から、ほまれ二号では 105 個
休眠胞子 /g 土壌から発病が多くなった。
　現地生産圃場における根こぶ病発生状況調査：根
こぶ病の発病程度は品種、土壌 pH、薬剤施用によ
る影響を受けて大きく異なっていたが、収穫時期の
発病度と収量との関連性は明確ではなかった。
　個別対策技術の検討・評価を行った。太陽熱消
毒・土壌還元消毒では、夏季における複数回の試験
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を通して、被覆区、2％エタノール区、石灰窒素区
及びフスマ区で発病軽減効果がみられたが、カラシ
ナ区、ブロッコリー区及びキャベツ区では効果がみ
られなかった。一方、春季や秋季に処理した試験で
は概して効果が低かった。また、夏季の処理では土
壌中の休眠胞子密度の低減も認められた。
　おとり植物：前作に葉ダイコン（CR-1）を栽培
した場合、後作のハクサイにおいて発病が軽減され
たが、ソルゴーでは発病軽減効果はみられなかっ
た。前作エンバク栽培ではいずれの品種においても
発病度は低下した（図 25-3）。
　薬剤：いずれの薬剤においても、無施用区に比べ
ると、施用 2 作目でも発病抑制効果がみられたが、
フルアジナム粉剤ではその効果は 1 作目よりもやや
減少する傾向がみられた（図 25-4）。
　以上の結果を基に、ヘソディムに沿ったアブラナ
科野菜根こぶ病診断・対策支援マニュアルを作成し
た。とくに本課題の特徴として、アブラナ科野菜を
対象として文献情報も含め、レベルに応じた国内初
の個別技術メニューを作成している点があげられる

（表 25-4）。
（６）　ブロッコリー根こぶ病管理技術の開発
　品質・収量に連関した発病程度評価法を検討し
た。従来の基準で程度 3 となった株でも、ブロッコ
リーについては、出荷に際して充分な花蕾重とさ
れる 300g を超えた株が約 60％あった。また、花蕾
重と根数の相関係数 r は 0.597 となり、有意な相関
を認めた。花蕾重 300g 以上を確保できた株の根数
は、8 本以上の株が約 84％を占め、300g 未満の株
では、8 本未満の株が約 73％となった。以上のこと
から、従来の程度 3 の基準を根数を加えた基準で細
分化することにより、収量に関連した基準となると
判断した（表 26-1）。
　DRC（病原菌密度－発病度曲線）診断及び PCR-
DGGE 解析では、激しく発病したほ場では、無接
種でも発病度が 70 程度あったが、無発病及び発病
ほ場の大部分では、103 接種から発病度が急激に高
くなり、105 接種で発病度が 80 程度となっていた。
ただ、1 ほ場のみ休眠胞子の添加量が増えても発病
度があまり高くならなかった。調査ほ場における
PCR-DGGE 解析に基づく糸状菌及び細菌の多様性
指数と発病程度並びに DRC 診断結果との間に関係
性は見いだせなかった。ただし、DRC 診断で発生

抑止性を認めたほ場の PCR-DGGE 解析結果から特
徴的なバンドが確認された。
　土壌理化学性と発病度の関係では、これまでの知
見どおり、pH が上昇すると発病度は低下し、pH7
以上では発病度は 20 未満であった。交換性のカル
シウム / カリ比の数値が増加すると発病度は低下
し、水中沈定容積が大きくなると発病度が高くなる
傾向があった。ジチオナイト－クエン酸塩可溶鉄

（Fe_d）に対する酸性シュウ酸塩可溶鉄（Fe_o）の
比率が高くなると、発病度が高くなる傾向があり、
水中沈定容積並びに Fe_d/Fe_o 比は湛水との関係
性が高い傾向を示した。
　診断票に基づき利用するために、個別防除技術の
評価を行った。
　定植前土壌処理混和薬剤の処理域の検討を行っ
た結果、汚染土壌に直接定植した区（0cm 区）で
は、根こぶは根鉢部分に着生し、その影響によって
根が欠落して全く根がない株もあり、花蕾収量に影
響が出て、他の区と比較して明らかに短径、高さ、
重量、茎径ともに劣った。一方、土壌深を 5cm、
10cm に設定した区では、根こぶ着生位置では、
5cm 区の方が最短距離は短くなっていたが、花蕾
重量に差異は認められなかった。
　定植前土壌処理混和薬剤の処理濃度と根こぶ病菌
菌密度の関係を調査した結果、各薬剤の濃度別の根
こぶ形成抑制効果は、フルスルファミドを除き、接
種休眠胞子密度が 1.0 × 106 個 / 生土 g では 105 個
/ 生土 g と比較して低下する傾向が認められた。休
眠胞子密度が 106 個の場合には、剤によっては処理
基準処理濃度の半濃度では根こぶ形成抑制効果がほ
とんど認められない結果となった。
　耐病性品種の防除効果評価では、耐病性品種「グ
リーンキャノン」では、根こぶの着生は認めるもの
の極軽微であり、根こぶ病による減収は認めなかっ
た。10 月以降の定植では低温の影響により正常な
花蕾とならなかった。
　土壌改良資材の防除効果評価において、pH8 を
確保するために必要な転炉スラグの量は、両ほ場と
もに 2t/10a であった。転炉スラグの処理により、
栽培期間を通じて pH は 8 以上で推移した。その結
果、発病株率は高いものの、発病度は 20 程度と大
きく低下した。一方、水稲との輪作体系で同様の試
験を行ったところ、水稲の品質が低下するととも
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に、施用後水稲を 2 年間作付けすると pH は 7 より
低下した。
　以上の結果を基に、ヘソディムに沿って、マニュ
アルを作成した。診断項目として、①前作ブロッコ
リーの栽培状況と根こぶ病発生の有無、②菌密度調
査と遺伝子診断におる根こぶ病菌の有無、③ DRC

（病原菌密度－発病度曲線）法診断と生物検定、④
土壌理化学性の調査の４項目の各リスク評価に基づ
いて、そのほ場の発生リスクを５段階に総合評価
し、それに対応した防除技術メニューを付したマ
ニュアルを策定した。

（７）　キャベツ根こぶ病管理技術の開発
　発病ポテンシャルのレベル分けができる土壌診断
技術の開発を行った。
　本試験結果は、三重県内で 2 か年 36 か所の圃場
から採取した土壌によって行った。17 項目の土壌
理化学性分析（土壌統、土性、pH（H2O）、EC、炭
素含有率、窒素含有率、可給態リン酸、土壌水分、
NO3-N、Ca、Mg、K、石灰苦土比、苦土カリウム
比、CEC、塩基飽和度、貫入式土壌硬度計値（DIK-
5531 大起理化工業株式会社）と 2 項目の土壌生物
性分析（病原菌密度と DGGE 電気泳動図による微
生物多様度）及び対象圃場の前作発病程度の聞き取
り調査を行った。
　ハクサイ幼植物を用いたセルトレイ検定を行っ
た。ハクサイの幼植物を用いて、土壌の発病ポテン
シャル（発病しやすさ）を調査した。その結果、採
取土壌によって発病程度に大きな差があり、300g
程度の土壌を用いて 4 週間で、その圃場の発病ポテ
ンシャルを検査できることがわかった（図 27-6）。
　セルトレイ発病度を、発病ポテンシャルとして、
発病ポテンシャルと 17 項目の土壌理化学性分析と
2 項目の土壌生物性分析及び対象圃場の前作発病
程度の聞き取り調査結果との単回帰分析を行った
結果、相関係数は病原菌密度が 0.41 と最も高く、
104 個 /g 乾土未満（検出限界）のサンプルを除く
と 0.59 に向上した（表 27-1）。次に、前作発病程度
が 0.35、土壌 pH が－ 0.31 となった。さらに、土壌
pH を 5.5 以下、5.6 以上 6.5 以下、6.6 以上の 3 段階
に区分した場合、相関係数は 0.45 に向上した。こ
れら 3 項目を用いて重回帰分析を行ったところ、修
正済決定係数は 0.58 であった。
＜ 重 回 帰 式 ＞　 発 病 ポ テ ン シ ャ ル ＝ 2.824+

（0.0003374 ×病原菌密度）＋（26.66 ×土壌 pH 指
数＊ 1）＋（1.475 ×前作発病程度指数＊ 2）
　＊ 1：土壌 pH 指数 :pH5.5 以下は＋ 1、pH5.6 以上
6.5 以下は 0、pH6.6 以上は－ 1
　＊ 2：前作発病程度指数：発病ありは＋ 2、一部発
病ありは＋ 1、不明は 0、未発生は－ 1
　なお、発病ポテンシャルが、20 以上でレベル 3、
10 以上でレベル 2、10 未満でレベル 1 と判断した。
　次に土壌の発病しやすさを示す DRC 検定を行っ
た。土壌統ごとに DRC 検定を行い、各土壌統にお
ける発病ポテンシャルを作成した。その結果、同一
土壌統でも DRC は異なり、土壌統毎に DRC を類
型化することはできないことが明らかになった。
　発病ポテンシャルのレベル分けに基づくキャベツ
根こぶ病管理技術のメニュー化を行った。レベル 2
の圃場では、供試した殺菌剤単独及び体系防除も効
果は同程度であった。レベル 3 の圃場では、アミス
ルブロム剤の育苗箱灌注と土壌混和処理の体系防除
が最も効果が高かった。これらの結果から、レベル
2 ではコストと処理労力が低いアミスルブロム剤の
育苗箱灌注を選択し、レベル 3 では効果の高いアミ
スルブロム体系防除を選択することが有効と考えら
れた。この結果と 10a 当たりのコストから、個別防
除技術メニューを考案した。
　休眠胞子の LAMP 法による簡易検出の有効性を
検討した。その結果、検出限界は 102 個 /ml で、反
応時間は�105 個 /ml で 11 分 10 秒、102 個 /ml で 20
分 40 秒であった。
　土壌生物性のクラスター解析の結果、糸状菌の
DGGE の電気泳動パターンでクラスター解析を行っ
た。80000 以下のサイトでは一部をのぞき、発病程
度の違いによるパターン分けが可能であった。
　これら得られた試験結果から、前作発病程度、セ
ルトレイ検定、病原菌密度、土壌 pH を、診断項目
とし、それぞれの診断項目の調べ方及び、その評価
方法を取りまとめたキャベツ根こぶ病診断・対策支
援マニュアルを作成した。

Ⅶ　今後の課題
１�　土壌微生物相解析及び土壌診断票に基づく
土壌管理システム（プロトタイプ）の構築

（１）　PCR-DGGE 解析、標準マニュアルの作成
　（ア）　土壌診断や対策に、PCR-DGGE 解析によ
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る微生物多様性指数や特異 DNA バンドの評価が役
立つ事例をさらに多く積み重ねる必要がある。
　（イ）　「ヘソディム標準化マニュアル」に基づ
き、さらに多くの「病害毎のマニュアル（普及版）」
を作成し、一つでも多くの活用事例を作ることが普
及上最も重要だと考える。
　（ウ）　ヘソディムを活用するためには、土壌診断
受託事業の充実や指導員の育成が必須である。

２�　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌
診断に基づく管理技術の開発

（１）　トマト青枯病管理技術の開発
　（ア）　各ほ場の土壌を用いた PCR-DGGE 法から
導かれる微生物多様性指数などとトマト青枯病の発
病との関係は判然としなかった。土壌の微生物性と
発病の関係を明確にするにはさらなるデータ集積

（多様な発病程度、土壌群、地域の異なる土壌デー
タ）による検討が必要である。
　（イ）　ハウス栽培（抑制栽培）におけるトマト青
枯病の次世代土壌病害診断マニュアル（指導者向
け）を作成したが、発病ポテンシャル推定の精度を
高めるためには、栽培ほ場での結果をフィードバッ
クし、精度を高めることも検討する必要がある。ま
た、新たな診断項目の追加についても検討が必要と
考えられる。

（２）　ショウガ根茎腐敗病管理技術の開発
　（ア）　ショウガ根茎腐敗病の土壌診断技術の開発
　カリウムなど今回調査しなかった土壌の理化学性
について、今後検討する必要がある。
　（イ）　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制
御技術の開発
　少発生圃場では、捕捉法で病原菌を検出できない
場合があり、土壌の採集方法も含めた捕捉法の改良
に取り組む必要がある。また、現場で土壌診断を実
施する場合には、選択培地の準備や根茎腐敗病菌の
菌そうの識別が困難であることが予想されることか
ら、検出の簡易法についても検討する必要がある。
検証事例は 1 例のみなので、本マニュアルの検証を
更に継続する必要性がある。

（３）　レタス根腐病管理技術の開発
　（ア）　現地圃場の生育良好及び不良圃場の要因解
析を行ったが、生育良好圃場、不良圃場における理
化学性解析では、EC、pH、トルオーグリン酸値、

全炭素、全窒素に大きな相異は認められなかった。
今後は、土壌の物理性に関する検討が課題と考えら
れる。
　（イ）　農地健康診断の展開については、事前の問
診と解析による「農地健康診断」に基づき、その対
策を処方するシステムが、連作障害に頭を悩まして
いる生産者にとって有意義な概念であり実用的な対
策であると考えられる。しかし、本システムには、
解析する機関（人で例えると人間ドックセンターの
ようなもの）が必要不可欠である。また、診断結果
を読み取り処方する技術者も要する。これらの検査
機関ならびに技師の養成が今後の課題だと考えられ
る。

（４）　ダイズ茎疫病管理技術の開発
　（ア）　土壌の病原菌密度の推定
　本課題では、茎挿法による生物検定でこれを評価
しようとしたが、作業が煩雑で検定スペースの確保
など解決すべき問題が多く、実用化には至らなかっ
た。近年では、リアルタイム PCR 法等により、土
壌の伝染源量を推定することが可能となってきた
が、ダイズの場合、収益性の面から検定に高額な費
用を捻出できないという事情がある。今後、安価で
簡易な伝染源量の推定技術の開発が望まれる。
　（イ）　診断票の改善
　今後は診断票の各診断項目の重要性（寄与度）に
応じて係数を与えることにより、信頼性が向上する
と期待される。また、土壌群は富山県の主要な土壌
群に当てはめたものであり、その他の土壌群につい
ての評価を今後すすめる必要があると考えられる。
　（ウ）　マニュアルの制限要素
　本課題で策定したマニュアルは、品種「エンレ
イ」で行った試験を基づいて作成されており、エン
レイと特性が大きく異なる品種を栽培する場合に
は、防除メニューの見直しが必要と考えられる。ま
た、本マニュアルは生育初期の対策を考えたもの
で、生育中・後期の発生には適用できないことか
ら、地域によっては診断票ばかりでなく、防除メ
ニューも改変する必要がある。また、GIS 等の地理
情報システムを活用し、栽培、発病の履歴、土壌の
特性や栽培環境に関わる項目をマップ化（視覚化）
あるいは集積し、これら情報の管理をシステム化す
る必要であると考えられる。

（５）　アブラナ科野菜根こぶ病の総合的管理技術の
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開発
　（ア）　簡易 DRC 診断法
　現在の DRC 作成法では供試土壌量が多いため、
試験終了後の廃棄土壌も多量となる。そこで、本法
の普及や実用化を図るため、ポットサイズの小型化
を検討し、試験スペースの削減、廃棄土壌量の削
減、試験期間の短縮などを検討し、作業効率の向上
を図る必要がある。
　（イ）　発病と収量との関係解明
　収穫期の発病度では収量との相関が高くなかった
ことから、発病程度と収量との関連について解明す
るため、作物の種類や生育ステージと罹病時期の観
点から経時的な調査を行い、解析を行う必要があ
る。
　（ウ）　診断・対策支援技術の普及
　生産農家における普及を促進するためには、労力
軽減やコスト削減などを図る必要がある。同時に、
診断結果に基づいて、適切な対策を指導できる者を
育成・確保する必要がある。

（６）　ブロッコリー根こぶ病管理技術の開発
　ほ場ごとに、下記に示すほ場カルテを作成して、
発病リスクを総合評価し、その後、発病リスク別の
防除メニューを提案する仕組みを考えている。
　本年度は一部産地で、HeSoDiM を試験導入して
おり、興味のある生産者もいるが、依然として過剰
防除となっているケースも見られる。今後、考え方
をどのように生産者に理解してもらうか、また、診
断項目の分析を担う機関の育成が、重要になってく
ると思われる。

（７）　キャベツ根こぶ病管理技術の開発
　（ア）　健康診断を基にした土壌病害管理技術（ヘ
ソディム）
　発病ポテンシャルと、各診断項目との相関値が高
くない理由に外れ値の存在がある。本研究では、定
植時期が大きく影響していた。8 月下旬定植を基準
として、定植が早いと助長傾向、遅いと抑制傾向で
あった。このことは定植時期を変えることで耕種的
防除になることと矛盾しない。今後、精度の高い土
壌病害管理技術とするため、各診断項目の調査結果
に加え、整理された問診項目を基に考察し診断を行
うことが必要である。
　（イ）　発病ポテンシャルのレベル分けに基づく
キャベツ根こぶ病管理技術のメニュー化

　個別防除技術メニューの殺菌剤について、同一圃
場の 3 か年の結果から作成している。圃場によっ
て、根こぶ病菌の系統の違いなどにより、殺菌剤の
防除効果が異なる可能性がある。よって、診断項目
の診断指標は基準であり、地域の実情に応じて調整
する必要がある。
　（ウ）　休眠胞子の LAMP 法による簡易検出
　LAMP 法自体は簡易であるが、その反応に用い
る土壌 DNA をいかに簡易に精度高く抽出するかが
課題である。
　（エ）　土壌生物性のクラスター解析
　解析件数を重ねていくことが必要である。
　（オ）　キャベツ根こぶ病診断・対策支援マニュア
ル
　今回の判断基準はキャベツを対象にした試験結果
から結論づけている。今後、他のアブラナ科野菜へ
の応用を拡げていくため、診断・対策事例を蓄積
し、防除対策の判断基準の精度を検証していくこと
が必要である。
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土壌管理システム（プロトタイプ）の構築

独立行政法人　農業環境技術研究所
　對馬誠也＊、吉田重信、大澤剛士

２　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌
診断に基づく管理技術の開発

兵庫県立農林水産技術総合センター
　松浦克成＊、相野公孝、岩本　豊、西口真嗣、牧
　浩之、前川和正、神頭武嗣
高知県農業技術センター

　森田泰彰、矢野和孝＊、岡田知之
長野県野菜花き試験場
　藤永真史＊、山岸菜穂、石山佳幸、齋藤龍司
富山県農林水産総合研究センター
　守川俊幸＊、田村美佳
独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構
近畿中国四国農業研究センター
　村上弘治＊、福永亜矢子
香川県農業試験場
　森　充隆＊、中西　充＊、島田敦之、中美陽子、�
　吉田周作
三重県農業研究所
　鈴木啓史＊、黒田克利、中川威佐夫、服部　侑、�
　桝田泰宏、辻　朋子、田口裕美

（＊執筆者）

Ⅹ　取りまとめ責任者あとがき
　本プロジェクトは、土壌病害を対象に、これまで
にない新しい土壌病害の管理手法を提案することを
目的として開始された。土壌病害は従来から難防除
病害と言われるように、防除が極めて難しいことか
ら、発病が懸念される地域では、防除暦に従い一斉
に農薬処理を行う、いわゆるカレンダー防除が実施
されてきた。この防除方法は広域の病害虫管理に大
きな貢献をしてきたものの、その反面、本手法は防
除しなくて良い畑まで土壌消毒を行うことになるな
ど「無駄な防除」が多いことも指摘されてきた。ま
た、近年、土壌消毒による周辺環境への影響も懸念
され、いままで以上に環境に配慮した管理技術の開
発が求められている。こうした問題から、環境に配
慮し、かつ低コストで「無駄な防除」を減らす新し
いシステムを考案した。
　本システムは、第 1 編第 1 章で述べているが、簡
単にいうと、「ヒトの健康診断による健康管理」に
ように、「土壌病害を対象とした畑の健康診断に基
づく病気の予防」を目指したものである。ヒトの場
合も、健康診断の結果からただちに、病気がいつ、
どのくらい発症するかは必ずしも明らかになってい
ないと思うが、医師は診断項目毎の「基準値」や問
診結果をもとに、患者に投薬するかしないかを決定
しており、その結果、ヒトの健康管理に多大な貢献
をしていることは明らかである。
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　本システムは、以上の考え方に基づき、「診断」
「評価」「対策」をセットにして新しい土壌病害管理
システムを開発した。「健康診断に基づく土壌病害
管理」の英語の省略形から HeSoDiM（ヘソディム）
と呼ぶことにした。
　このシステムの開発のため、まず最初に、課題毎
に、実験データ及び過去の文献から「診断項目とそ
の項目毎の基準」を作成することにした。次に、複
数の診断項目や問診の結果から総合評価を行うこと
にした。この特徴は、対象病害の発病しやすさ（発
病ポテンシャル）を 3 段階（レベル 1、2、3）に分
けたことである。さらに、これにより、「対策」で
は、発病しやすさのレベルに応じて防除手段を選定
する必要があるというのもこのシステムの特徴で
ある。このシステムにより、たとえば、「レベル 1

（発病しても軽いと予想される）場合には農薬処理
は不要」など「無駄な農薬」の削減が可能と考えら
れた。また、同時に、レベル 1、2 の場合、発生が
多くなると防除効果が落ちるために使われなくなっ
た既存技術の再利用が可能になるとも考えられた。
こうした結果、防除メニューが多くなり、それら防
除技術の最適化によって、環境に配慮するだけでな
く、低コストな農業生産システムの実現にも役立つ

ことができると考えた。
　加えて、本システムで強調したいことは、「医者
と患者」の関係を築くことを目指している点であ
る。すなわち、「指導員と生産者」が一諸に診断票
をみて、それぞれの畑の性質をよく理解した上で対
策を講ずる仕組みを作ることである。
　本課題では、どの土壌病害にも適応可能な標準マ
ニュアルを作成し、それに沿って課題後とに病害毎
のマニュアルを作成した。その結果、どの病害にお
いてもヘソディムに沿ったマニュアルの作成は可能
であると考えられた。
　実は、本システムのもう一つの特徴は、「診断精
度」そのものが、ほ場データの蓄積や管理方法など
の情報に基づき「進化」するということがあげられ
る。したがって、毎年の診断票の蓄積と問診結果

（生産農家の意見、畑や栽培管理上の特徴を記載）
を蓄積することにより、診断、対策の精度がより上
がることが期待される。
　本成果からヘソディム土壌病害の診断・対策支援
の考え方が少しでも全国の土壌病害対策に役立つこ
とを期待したい。

（推進リーダー：對馬　誠也）
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　ア　研究目的
　石油由来資源の使用を削減する技術の開発などを
一体的・効果的に行い、環境負荷を最小化した低投
入・循環型の農業・食料生産方式へ転換するための
研究開発を推進するため、日本の主要土壌を対象
に、土壌微生物等の遺伝子解析技術を取り入れ、土
壌消毒区と無処理区の解析結果の比較等を通じて重
要土壌病害虫の診断技術を開発する。また、診断結
果に応じて土壌病害虫制御技術を体系化し、標準
的な土壌病害虫の制御技術を開発する。このため、
どの土壌病害にも利用可能な土壌病害管理システ
ム（プロトタイプ）を開発する。さらに、各課題担
当者から送られて来る土壌サンプルについて PCR-
DGGE 解析を行い担当者に解析結果を提供し、各
課題の土壌診断票作成等に活用する。

　イ　研究方法
　（ア）　各地の土壌の生物性解析と土壌病害診断指
標の選抜
　各地の課題担当者から送付された土壌試料につい
て、PCR-DGGE マニュアル（eDNA プロジェクト
成果）に沿って、DNA 抽出、PCR-DGGE 解析を行
うとともに、土壌の情報（栽培歴、発病程度、理化
学性など）を収集して、農耕地 eDNA データベー

ス（eDDASs）に登録する。さらに、研究目的に応
じて PCR-DGGE 解析データについていくつかの統
計解析を実施し、その結果を課題担当者に送付し
て、各課題の土壌診断票作成等に役立てる。
　（イ）　土壌病害診断票の作成・利用法及び土壌病
害管理システム（プロトタイプ）の開発
　Web からダウンロードできる土壌病害診断票を
作成する。さらに、どの土壌病害にも適応可能な土
壌病害管理システム（プロトタイプ）を開発する。

　ウ　研究結果
　（ア）　各地の土壌の生物性解析と土壌病害診断指
標の選抜
　全国から 606 土壌試料を送付してもらい、DNA
抽出 606 件、DGGE 解析計 1,002 件（内訳：細菌
396 件、糸状菌 606 件）を行った（表 11-1）。さら
に、課題担当者と連携をとり、必要に応じて統計的
解析を行い、データ活用に関して支援した。この結
果、Fusarium oxysporum 菌に属する分化型は同一
Rf 値を示すなど、病源菌（一種の指標）の DGGE
上の位置を決定した（図 11-1）。
　さらに、各課題担当者から送付されたデータを
解析し、解析結果を各課題担当者に提供した。1 例
として、長野県のレタス根腐病発生圃場の糸状菌

第１編�　土壌微生物相解析及び土壌診断票に基づく土壌管理システム
（プロトタイプ）の構築

第１章�　各地の土壌病害等の土壌微生物相解析及び土壌病害管理シス
テム（プロトタイプ）の構築

表11-1　各地から送付された土壌試料と解析結果（2014年 1 月27日現在）
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相を主成分分析（PCA）及び正準対応分析（CCA）
解析を行った結果、PCA 解析では、クロルピクリ
ン処理後の糸状菌相の圃場間差が大きいこと（図
11-2、左図 A，B）、CCA 解析では処理前後の糸状
菌相の変化が少ない圃場で発病度が高い（図 11-2、
右図 C）傾向が見られ、これらの情報を診断、対策
等へ利用できる可能性を提示した。
　また、兵庫県のトマト青枯病において、各種の土
壌処理（太陽熱消毒、エタノール消毒、糖蜜消毒、
無処理）による土壌微生物相への影響を調べた。そ
の結果、エタノール処理区（紫色）の微生物多様性
指数（シャノン・ウィーバー指数：H’、種の豊富
さ：Richness、均等度：Evenness）がともに他の
処理区に比べ、上層、中層、下層ともに低いことが

明らかになった（図 11-3）。
　（イ）　土壌病害診断票の作成・利用法及び土壌病
害管理システム（プロトタイプ）の開発
　　ａ　健康診断に基づく土壌病害管理システム

（ヘソディム）の提案
　従来のカレンダー防除に換わり、畑の発病ポテン
シャル（発病しやすさ）に基づく、新しい土壌病
害管理システム【ヘソディム】（HeSoDiM：Health 
Checkup Based Soil-borne Disease Management の
略省）を構築し提案した。このシステムは、発生予
測が難しい土壌病害対策として、発生予測に依存せ
ず、発病しやすさ（発病ポテンシャル）に基づき対
策を講ずるものである。ヒトの健康診断では、仮に
ある診断項目で基準値を超えた値が得られたとして

図11-1　DGGE デジタルバンドプロファイルの病源菌のバンド位置

図11-2　長野県レタス根腐病発生圃場の糸状菌相の解析
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も、医者はその診断項目に関連する病気がいつ発症
するか厳密には予測できないと考えるが、その一方
で、実際には、診断結果と経験を基に、医者が投薬
の有無を決定し患者さんの了解を得るという、予防
医学が大きく進展している。本システムはその考
え方を応用したものである。その特徴は、①「診
断」、「評価」、「対策」から構成されるシステムであ
る（図 11-4）、②診断結果に基づき圃場の発病ポテ
ンシャルレベル（1 ～ 3 程度）を評価し、そのレベ
ルに応じた対策を講ずる、③指導員が診断票に基づ
き評価し、対策を生産者に伝え、生産者の意志決定
を支援する、点にある。この「ヘソディム」を活用
することにより、たとえば、「この畑は、発病ポテ
ンシャルのレベルが低いので、土壌くん蒸は不要で

す。他の技術Ａ、Ｂが活用できます。」、など「無駄
な農薬」の削減が可能になる。さらに、従来、発病
が小～中程度の場合は防除効果があっても、発病の
多い時には薬剤より効果が劣るために利用されな
かった各種技術（生物農薬、物理的処理、土作りな
ど）のより効果的な利用が可能になると考える。
　　ｂ　ヘソディム標準マニュアルの作成
　以上のヘソディムの考え方と課題担当者からの研
究成果及び様々な意見等を踏まえ、「ヘソディム標
準マニュアル」を作成した（図 11-5）。
　本マニュアルは、「ヘソディムとは？」、「ヘソ
ディムで行うこと」、「診断のイメージ」、「評価方
法」等から構成されており、その中には診断票や、
評価に基づく対策の考え方を示している。この標準

図11-3　兵庫県トマト青枯病発生圃場の糸状菌相の解析

図11-4　健康診断に基づく土壌病害管理システム（ヘソディム）の仕組み
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マニュアルを基に病害毎の実践マニュアルが作成で
きると考える（図 11-5）。
　　ｃ　土壌病害診断票の作成・利用法及び土壌病
害管理システム（プロトタイプ）の開発
　昨年のシステムに続き、「入力項目として、過去
の症例を追加できる機能」、「結果のデータベース
化（アーカイブ化）機能」を追加し、入手できた過
去の症例等、いくつかの情報を入力した（図 11-6）。
最終年度には、データベース化した過去の症例を用
いた疫学的解析を試行した。トマト、ナス青枯病に
関する既往の文献調査（それぞれ約 60 件）に基づ
き、特に土壌 pH と発病の関係を解析した。この研

究から、土壌 pH がいくつの時には、何％の確率で
発病するという推定が可能になることが示唆され
た。

エ　考　察
　（ア）　各地の土壌の生物性解析と土壌病害診断指
標の選抜
　全国の課題担当者から送付された土壌サンプル
の PCR-DGGE 解 析 を 行 っ た。3 年 間 で 約 600 件
の解析を行い、その結果の一部は、すでに農林水
産省委託プロジェクト（eDNA プロジェクトと称
す）で開発された「農耕地 eDNA データベース」

図11-5　ヘソディム標準マニュアルの作成
左より「表紙」、「ヘソディムとは」、「総合評価」、「カルテ」

図11-6　ヘソディムの標準マニュアル
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（eDDASs）に登録された。したがって、これらの
解析結果は、本プロジェクトでの技術開発に役立つ
だけでなく、プロジェクト終了後においても国内の
多くの研究者、技術者により活用され、各地の圃場
管理技術の開発にも役立つと考える。
　次に、今回は、本課題担当者が中心になって全国
の課題担当者から送付された土壌サンプルを解析し
た。その結果、長野県ではクロルピクリン処理前と
処理 28 日後の間における土壌微生物多様性の変化
が畑の「発病しやすさ」に影響することを突き止め
た。また、兵庫県では、トマト青枯病の土壌消毒処
理が微生物相に及ぼす影響を土下約 1m まで調べた
ところ、エタノール消毒はもっとも下の層の微生物
相に影響していることが明らかになった。こうした
ことから、多様性の変動をみることにより、土壌消
毒後の発病しやすさや、土壌消毒の効果を微生物多
様性を指標として評価できることが示唆された。
　（イ）　土壌病害診断票の作成・利用法及び土壌病
害管理システム（プロトタイプ）の開発
　ヘソディムの推進に当たっては、全国の土壌病害
で一つでも多くの利用事例を作ることが最も重要で
ある。その理由としては、ヘソディムが有効利用さ
れるためには、その病害について「診断」「評価」

「対策」ができていることと、それらを指導できる
指導員、さらに指導員と生産者との良好なコミュニ
ケーションが必要だからである。今後多くの研究
者、技術者、生産者による試行錯誤を続け、その成
果を国内に発信することが重要だと考える。

　オ　今後の課題
　（ア）　土壌診断や対策に、PCR-DGGE 解析によ
る微生物多様性指数や特異 DNA バンドの評価が役
立つ事例をさらに多く積み重ねる必要がある。
　（イ）　「ヘソディム標準化マニュアル」に基づき、
さらに多くの「病害毎のマニュアル（普及版）」を
作成し、一つでも多くの活用事例を作ることが普及
上最も重要だと考える。
　（ウ）　ヘソディムを活用するためには、土壌診断
受託事業の充実や指導員の育成が必須である。

　カ　要　約
　（ア）　新しい土壌病害管理システム（ヘソディ
ム）の中で、重要な役割を果たす土壌 DNA 診断の

有効性を調べるために、課題担当者から送られて
きた土壌サンプルを基に、PCR-DGGE 解析を 3 年
間で約 600 件実施した。解析の結果、クロルピクリ
ン処理前と処理 28 日後の土壌微生物の多様性の変
動を調べた結果、発病しやすい土壌は多様性の回復
が遅いことが明らかになった。また、土壌エタノー
ル処理、糖蜜処理等の土壌下約 1m まで調査した結
果、エタノール消毒が土壌の上層、中層、下層とも
に、他の処理より著しく多様性を低下させることが
明らかになった。これらの解析データを課題担当者
に提供し、各課題の土壌診断票作成等に役立てられ
た。　
　（イ）　新しい土壌病害管理システム（ヘソディ
ム）を提案し、標準化マニュアルを作成した。本
システムは、従来のカレンダー防除（一斉同時防
除）とは異なり畑毎にカルテを作成し、発病しやす
さ（発病ポテンシャル）を評価して、それに応じて
対策を講ずるものである。具体的には、①「診断」

「評価」「対策」の 3 点で構成され、②診断結果に基
づき圃場の発病ポテンシャルのレベル（1 ～ 3 程度）
を評価し、そのレベルに応じた対策を講ずる、③指
導員が診断票に基づき評価し、対策を生産者に伝
え、生産者の意志決定を支援する、という特徴があ
る。このシステムを活用することにより、「無駄な
農薬」を減らすことができると考えた。

　キ　引用文献
 1）對馬誠也（2014） 土壌生物性評価による土壌病

害診断の可能性．土づくりとエコ農業 46：8-15．
 2） Seiya Tsushima（2014） Integrated control and 

integrated pest management in Japan: the need 
for various strategies in response to agricultural 
diversity. JGPP 80（5）: 389-400.

 3） Tsushima, S. and Yoshida, S. （2012） A 
new health-checkup based soil-borne disease 
management  （HeSoDiM） and i t s  use  - 
Introduction of MAFF project （2011-2013） -. 
TUA-FFTC international seminar on emerging 
infectious diseases of food crops in Asia. 
Abstract: 204.

　研究担当者（對馬誠也＊、吉田重信、大澤剛士）
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　ア　研究目的
　トマト青枯病は、病原細菌 Ralstonia solanacerum
による土壌病害であり、トマト栽培に深刻な被害を
もたらす難防除病害である。これまで、化学農薬に
よる土壌燻蒸処理や耐病性品種、接ぎ木栽培、生物
農薬など様々な防除技術が開発されてきているが、
病原性の強さや、深さ 1m の下層土壌でも生き残る
などの病原菌の性質から、完全な防除対策は存在し
ない。そのため、様々な防除技術を組み合わせて対
策が行われている。防除手段を選定するための根拠
として、従来、選択培地法による作土層の病原菌密
度測定が行われてきた。しかし、定植前に作土層か
ら検出限界以下の密度であっても、発病につながっ
ている事例もある。そこで、この研究ではほ場にお
ける、トマト青枯病の発病ポテンシャルを評価する
指標を検索し、防除手法の選定を支援するシステム
とそれに基づく栽培管技術を開発することを目的と
する。

　イ　研究方法
　（ア）　生産現地ほ場における土壌調査及び発病調
査
　この試験は、現地ほ場において、定植前の土壌調
査により、発病ポテンシャルを推定できる診断項目
を探ることを目的とする。2012 ～ 2013 年兵庫県淡
路市尾崎地区の施設トマト生産圃場のべ 12 ほ場に
おいて、土壌調査と青枯発病調査を行った。作型は
青枯病の発生が多い抑制栽培とした。定植前にハウ
ス内 5 ～ 7 か所において、土壌表面～深さ 30cm、
同 30cm ～ 60cm、同 60cm ～ 90cm から検土杖（大
起理化工業株式会社製ルートオーガー）を使って土
壌を採取した。堀田 1）による改変 SMSA 培地（微
生物遺伝資源利用マニュアル（12）改訂第 2 版）を
使って青枯病菌密度、PCR-DGGE 法による生物多
様性、土壌化学性、発病履歴などを調査した。品
種、定植時期、栽培管理等については聞き取り調査

を行った。その後、9 月中旬から下旬に各生産圃場
での青枯病の発病株率を調査した。
　（イ）　診断項目の検討と防除手法の選定のための
組み合わせ防除試験
　この試験は、試験場内ほ場において、さまざまな
土壌処理を行って発病ポテンシャルを変えた区を作
成し、そこでの実生、慣行接ぎ木、高接ぎ木での
発病と関連する診断項目を検討することを目的と
する。また、同時に防除手段選定の基準を検討す
る。試験方法は、兵庫県加西市農林水産技術総合セ
ンター内のトマト青枯病甚発生ほ場において、トマ
ト青枯病に効果が認められている既存の防除方法で
ある土壌消毒法を実施後、耐病性台木による接ぎ木
を組み合わせて防除効果を検討した。2012 年及び
2013 年に以下の試験区を設定した。

（2012 年度）
①糖蜜処理区（最終濃度 0.6％、150L/m2）、
②�低濃度エタノール処理区（最終濃度 2％、200L/

m2）
③太陽熱消毒区（水のみ 150L/m2）
④無処理区
　①～③の処理については、

（2013 年度）
①糖蜜処理区（最終濃度 0.6％、150L/m2）
②クロルピクリン処理区（錠剤 15 個 /m2）
③太陽熱消毒区（水のみ 150L/m2）
④長期太陽熱消毒区（水のみ 150L/m2）
⑤無処理区
　①～③の処理については 7 月 1 日から 8 月 2 日ま
での 32 日間処理、④については 6 月 17 日から 8 月
2 日までの 46 日間処理とした。
　それぞれの処理区は、あぜ波板で仕切り、無処理
区以外はビニール（東罐工業製バリアスター）で被
覆し、処理を行った。処理前及び処理後に土壌表面
～深さ 30cm、同 30cm ～ 60cm、同 60cm ～ 90cm
から検土杖を使って土壌を採取した。改変 SMSA

第２編�　各種土壌病害の土壌診断技術の開発と土壌診断に基づく管理
技術の開発

第１章�　トマト青枯病管理技術の開発
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培地を使って青枯病菌の密度を測定した。PCR-
DGGE 法による生物多様性や土壌化学性なども調
査した。施肥、畝立て後に、各処理区に実生苗（品
種：桃太郎 8）、慣行接ぎ木（台木：B バリア、穂
木：桃太郎 8）、高接ぎ木（2 葉接ぎ、品種慣行接ぎ
木と同じ）を定植した。2012 年は 8 月 7 日、2013
年は 8 月 15 日に定植した。処理区の境界 1m につ
いては定植を行わなかった。定植後は 1 週間おきに
発病調査を行い、発病株率よりそれぞれの防除価を
求めた。
　（ウ）　病原菌の生息深度と発病に関するモデル試
験
　前述の現地試験、場内試験において、青枯病菌
の生息深度が発病と関連があることが示唆された。
そのため、この試験では青枯病菌の生息深度が異
なる土壌をモデル的に作成し、発病との関連を確
認することを目的とした。方法は、風乾水田土壌

（未滅菌）3.4kg に対して、バーミキュライト 200g
（未滅菌）を混ぜ、青枯病細菌懸濁液 1L（3.08 ×
109CFU/ml）を加え、よく混和し、汚染土壌を作
成した。プラスチック透明円筒（直径 50mm ×長
さ 300mm）に、汚染土壌、非汚染土壌を詰め、つ
なぎ合わせ、90cm の長さの円筒にした。汚染土
壌、非汚染土壌を組み合わせて、以下の①～④の試
験区を作成した。なお、円筒の底にはキリで直径約
5mm の穴を 5 か所あけて、排水をした。
①全層非汚染区：3 層とも非汚染土壌
②下層汚染区：下層のみ汚染土壌
③�中層汚染区：下層、中層汚染土壌、表層非汚染土

壌
④全層汚染区：全て汚染土壌
　作成した円筒に慣行接ぎ木苗（台木：B バリア、
穂木：桃太郎 8）は 2013 年 8 月 19 日に、実生苗

（品種：大型福寿）は同年 9 月 4 日に定植した。ガ
ラスハウスで管理し、灌水は 1 日 10 分のスプリン
クラー灌水に加え、渇き程度に合わせて手灌水を
行った。定植約 3 か月後に発病調査、植物体の感
染、土壌の菌密度を改変 SMSA 培地で調査した。
同時に地際部の茎の断面の褐変程度を調査し、次
式によって褐変度を求めた。褐変度＝（A × 4 ＋
B × 3 ＋ C × 2 ＋ D）/ 調査個体数 /4（A：枯死、
B：2/3 以上褐変、C：1/3 ～ 2/3 褐変、D：1/3 以
下が褐変、E：褐変無し）

　（エ）　発病履歴の異なるほ場での接ぎ木の方法に
よる防除効果の検討
　青枯病の発病履歴が、次作の発病に及ぼす影響は
大きいと考えられる。そこで、これまでの発病履歴
の異なるほ場で、接ぎ木を定植し、発病程度との関
連を調査した。2012 年に兵庫県立農林水産技術総
合センター内のビニールハウスで試験を行った。①
甚発生区：前年度多発生、②多発生区：前年度中発
生、③中発生区：�5 年間ナス科作付なし（ただし、
発病ほ場と隣接）のほ場各処理区に施肥、畝立て後
に、各処理区に実生苗（品種：桃太郎 8）、慣行接
ぎ木（台木：B バリア、穂木：桃太郎 8）、高接ぎ
木（2 葉接ぎ、品種慣行接ぎ木と同じ）を定植した。
定植後は 1 週間おきに発病株率を調査した。
　（オ）　イムノクロマトを使用した土壌からの病原
細菌の簡易検技術の検討
　青枯病罹病株の簡易診断法にイムノクロマトを使
用した方法がある。検定作業と判定が簡易であるた
め、生産現場の指導機関では普及しているが、土壌
からの検出には使用できない。そこで、トマト苗と
イムノクロマトを組み合わせ、土壌からの検出を検
討した。
　滅菌済み 30ml 容プラスチック遠沈管に、乾燥水
田土壌 10g に滅菌水 3g を加え、青枯病菌を懸濁し
た滅菌水 100μl を加え、10-1 ～ 103CFU/g 乾土の
汚染土壌を作成した。そこへ 10ml の水道水を入れ、
手で振とうし、土壌懸濁液を作成した。実験室内で
20 ～ 30 日程度（本葉 1 ～ 1.5 葉程度）育成したト
マト苗（品種大型福寿、強力米寿）の地際を消毒し
たハサミで切り、土壌懸濁に 10 本の苗を挿し静置
した。静置条件は①室温②水槽での 27℃恒温条件
とした。水槽での恒温条件は水を張ったバットに熱
帯魚飼育用のサーモスタットで 27℃設定とし、エ
アレーションをすることによって、水槽内の温度ム
ラをなくした。培養後、地際が黒変している株を優
先に 3 本とり、付着している土壌を水道水で洗い流
したのち、キムワイプで水分を除去した。3 本の胚
軸のみ（約 0.2g）をイムノクロマトに添付されてい
るバッファー内で潰し、イムノクロマトによる検
定を行った。イムノクロマトは Agdia 社製のイム
ノストリップ（Ralstonia solanacearum 用）を使用
した。現地ほ場の土壌や試験場内土壌では土壌 10g
に水道水 10ml を加え、振とうした後、静置以降は
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同様の方法で検定した。
　（カ）　マニュアルの作成
　各試験の結果及びこれまでの青枯病に関する文献
などから、発病ポテンシャルを推測する診断項目を
選定し、それに合わせた防除対策の選定法を検討
し、指導者向けのマニュアルを作成した。

　ウ　研究結果
　（ア）　生産現地ほ場のおける土壌調査及び発病の
調査　
　2012 年に調査した 4 ほ場のうち、長年発病がな
い 2 ほ場において、定植前のサンプリングではどの
層からも青枯病菌は検出限界以下であり、両ほ場と
も発病はなかった。近年発病があった 2 ほ場のう
ち、1 ほ場で 60 ～ 90cm の下層土において、わず
かに青枯病菌を検出したが、慣行接ぎ木を定植する
ことにより、発病は抑えられた。
　2013 年に調査した 8 ほ場のうち、4 ほ場で発病が
見られた。定植前に表層（0 ～ 30cm）で病原菌の
生息が見られたほ場では慣行接ぎ木を導入しても、
高い発病率（28.6％）であった。中層（30 ～ 60cm）
で青枯病菌を検出した 1 ほ場では、比較的青枯病に
強いとされる品種の実生を定植したが、3.3％の発

病が見られた。また、下層まで検出のなかったほ場
6 ほ場のうち、2 ほ場において、実生栽培で、0.8％、
1.6％の発病が見られた。土性が粘土質であるほ場
で青枯病菌の生存が多いあるいは発病が見られる傾
向があった。
　PCR-DGGE 法による生物多様性指数や土壌化学
性と発病株率に関する関係は判然としなかった。
　（イ）　防除対策の組み合わせによる防除効果の検
討と診断項目の検討
　2012 年度では無処理区の実生苗では 100％の発病
率の条件で、無処理区では慣行接ぎ木、高接ぎ木
ともに防除価は 33.3 と厳しい条件であった（表 21-
1）。太陽熱消毒ではほぼ無処理と発病株率は変わら
なかった。エタノール処理、糖蜜処理により実生で
の発病株率は半分程度に抑えられ、さらに高接ぎを
加えることにより防除価が 66.7 となった。
　各処理後土壌の青枯病菌の菌密度はエタノール処
理区、糖蜜処理区とも 0 ～ 60cm までは検出限界以
下であったが 60 ～ 90cm では検出された。太陽熱
消毒区、無処理区では 30cm 以下の層で高い菌密度
で青枯病菌が検出された。
　2013 年度では前年度と比較し、青枯病の発病は
少なく、無処理での実生の発病株率が 68.8％にとど

表21-1　トマト青枯病の甚発生ほ場における組み合わせ防除での防除効果（2012、2013）
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まった。どの処理についても一定の防除効果が得ら
れた。各処理区において、慣行接ぎ木、高接ぎ木は
防除効果が見られた。土壌消毒と接ぎ木を組み合わ
せることで高い防除効果が得られた。
　土壌中の青枯病菌の密度は、クロルピクリン処理
区を除いて、ハウス内の外縁部で高い生存が見られ
た。
　2 年間の現地調査及び場内試験の結果について解
析を行った。青枯病菌の検出される最も浅い層の深
度を指数化し、1：全ての層で検出限界以下、2：60

～ 90cm で 検 出、3：30 ～ 60cm、4：0 ～ 30cm で
検出としたところ、その指数と、実生苗及び慣行接
ぎ木での発病株率に中程度の相関が見られ（図 21-
1）、青枯病菌の生息深度が、発病ポテンシャル推定
に使用できることが示唆された。
　また、同じ処理を行った区において定植した実生
苗、慣行接ぎ木苗、高接ぎ木苗での発病株率を比較
したところ、それぞれに高い相関が得られた（図
21-2）。実生と慣行接ぎ木の間で R ＝ 0.919021、慣
行接ぎ木と高接ぎ木の間で R ＝ 0.86666、実生と高

図21-1�　土壌から青枯病菌が検出された深さの指数と実生、慣行接ぎ木での青
枯病発生程度の関係（2012、2013�場内・現地試験の結果より解析）

図21-2�　同じ土壌処理をした区における実生、慣行接ぎ木、高接ぎ木での青枯
病発生程度の関係（2012、2013�場内試験の結果より解析）
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接ぎ木の間で R ＝ 0.94921 であった。実生での発病
は、青枯病菌の生息深度に高い相関があり、防除手
段選定の材料として使用できることが示唆された。
PCR-DGGE 法ではエタノール消毒を行った区で、
バンドパターンのクラスターが他の処理と大きく異
なる結果が得られたが、生物多様性指数と発病との
関係は判然としなかった。
　（ウ）　病原菌の生息深度と発病に関するモデル試
験
　実生では全層汚染区のみ全て発病、枯死した（表
21-2）。中層汚染区は、枯死は見られず、導管褐変
及び菌の検出があった。下層汚染区は導管褐変及び
菌の検出は中層汚染区よりも低率であった。土壌の
菌密度は、汚染土壌より上層では、株の感染があっ
た場合に、広がりが見られた（表 21-3）。接ぎ木に
ついては、全区において発病及び感染が確認され
ず、青枯病菌の接種した層から他の層へ菌の移動も
ほとんどなかった。青枯病菌の生息深度が発病の程
度に影響を与えることがモデル試験でも示唆され
た。
　（エ）　作付履歴の異なるほ場での接ぎ木の方法に
よる防除効果の検討

　前作の発病程度が多いほど実生での発病は高く、
高接ぎ木でも同様の傾向が見られ、中発生区では防
除価 100 であったが、甚発生区では 46.7 に止まっ
た。慣行接ぎ木はどの区においても高接ぎ木よりも
発病株率が若干高く推移した（図 21-3）。
　（オ）　イムノクロマトを使用した土壌からの病原
細菌の簡易検定技術の検討
　室温では静置 4 日後には 103CFU/g 乾土以上の濃
度で青枯病菌を検出できたが、それ以下の低濃度で
は検出がばらつく結果となった。
　水槽で 27℃の恒温管理をした場合、静置 2 日後
には 102 ～ 103CFU/g 乾土以上の濃度で青枯病菌を
検出することができた（表 21-4）。また、静置 5 ～
7 日後には 100CFU/g 乾土レベルの濃度まで青枯病
菌を検出することができた。予め、選択培地による
菌密度を測定しておいた現地ほ場の土壌や試験場内
の土壌でも同様の結果が得られたため、この技術は
青枯病菌の検出や菌密度の簡易推定に活用できるこ
とが示唆された。
　（カ）　マニュアルの作成
　ハウス栽培（抑制栽培）におけるトマト青枯病の
次世代土壌病害診断マニュアル（指導者向け）を作

表21-2�　青枯病菌の汚染深度の異なるモデル土壌での実生及び慣行接ぎ木苗の発病と
感染への影響

表21-3　青枯病菌の汚染深度の異なるモデル土壌での�3�か月後の深度別の汚染程度

＊全て枯死のためサンプリングなし

＊網掛け部は汚染土壌を入れた層
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成した。発病ポテンシャルを推定する診断項目には
①発病履歴②青枯病菌の生息深度と菌密度③土性を
選択した。また、病原菌の土壌からの検出方法とし
て、選択培地による方法の代替技術としてイムノク
ロマトを使用した土壌からの病原細菌の簡易検技術
を追加した。

　エ　考　察
　（ア）　今回の試験結果やこれまでの研究に関する
　文献より、トマト青枯病の発病ポテンシャルを推
定するための診断項目には①青枯病菌の生息深度②
発病履歴③土性がふさわしいと考えられた。土性に
ついては、今回の現地調査で粘土質土壌を持つ土壌

で病原菌の検出が多い傾向が見られたほか、中曽
根 2）は床土（心土）が砂地のほ場では青枯病菌が
土壌深層部に移動したため、青枯病の発生が認めら
れなかったと考えられたと述べており、青枯病菌の
生息深度と土性が発病に大きく影響していることが
推測された。
　（イ）　中曽根 3）はトマトの葉柄と選択培地で低
密度の土壌からの検出を行っている。しかし、選択
培地の使用には、コロニー判別の経験、培地作成の
ための施設が必要となる。また、田中ら 4）はトマ
トの幼苗を一定時間、土壌懸濁液に浸け、井戸水に
移し、苗の発病を見ることにより、土壌中のタバコ
立枯病菌の検出を行っているが、この方法では、青

図21-3�　発病履歴の異なるほ場での接ぎ木の方法による防除効果（2012年場内試験）

表21-4�　異なる汚染程度の土壌の懸濁液に挿したトマト苗を静置後のイムノクロマ
トでの検出結果（27℃恒温条件）

注1）○：陰性、●：陽性
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枯病による枯死かあるいは他の要因による枯死かの
判別が必要である。今回開発した方法では、健全な
苗で病原菌を増幅し、イムノクロマトの発色を目視
で確認できるため、コロニー判別や苗の発病の判定
等の経験も必要がなく、幅広いユーザーが活用でき
ると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　各ほ場の土壌を用いた PCR-DGGE 法から
導かれる微生物多様性指数などとトマト青枯病の発
病との関係は判然としなかった。土壌の微生物性と
発病の関係を明確にするにはさらなるデータ集積

（多様な発病程度、土壌群、地域の異なる土壌デー
タ）による検討が必要である。
　（イ）　ハウス栽培（抑制栽培）におけるトマト青
枯病の次世代土壌病害診断マニュアル（指導者向
け）を作成したが、発病ポテンシャル推定の精度を
高めるためには、栽培ほ場での結果をフィードバッ
クし、精度を高めることも検討する必要がある。ま
た、新たな診断項目の追加についても検討が必要と
考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　マニュアルの作成内容を中心に、発病ポテ
ンシャルを推定するための診断項目には①青枯病菌

の生息深度②発病履歴③土性が有効であることを明
らかにした。青枯病甚発生ほ場においても、糖蜜土
壌還元消毒などと高接ぎ木、慣行接ぎ木を組み合わ
せることにより、防除価 66.7 ～ 100 と高い防除効
果が得られた。同じ土壌処理をした土壌では実生、
慣行接ぎ木、高接ぎ木での発病株率に相関が見られ
ることから、防除手段の選択手法に活用できる。
　（イ）　トマト苗とイムノクロマトを組み合わせ、
土壌から青枯病菌を検出する簡易手法を開発した。
この方法は特別な施設やコロニー判別等の経験がな
くても土壌から検出でき、簡易な密度推定も可能で
ある。

　キ　引用文献
� 1）堀田光生・土屋健一（2012）微生物遺伝資源利

用マニュアル（12）改訂第 2 版．4.�http://www.
gene.affrc.go.jp/pdf/manual/micro-12.pdf

� 2）中曽根渡（2006）農業および園芸�81（4）：505-
508.

� 3）中曽根渡（2006）平成 17 年度大阪“食とみど
り”の新技術．11-12.

� 4）田中博・石川平八（1986）日植病報 52（1）：91.

　研究担当者（松浦克成＊、相野公孝、岩本　豊、
西口真嗣、牧　浩之、前川和正、神頭武嗣）
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　ア　研究目的
　高知県はショウガの栽培が盛んで、地下に形成さ
れる根茎を利用する根ショウガの生産が全国一を誇
る。このショウガ栽培では、Pythium myriotylum
によって引き起こされる根茎腐敗病が発生するが、
本病がほ場の一部に発生すると、遊走子によって
次々と 2 次伝染し、ほ場全体にまん延する場合もあ
ることから、生産者には最も恐れられている。また、
本病の病原菌は土壌中に長期間残存して土壌伝染す
ることから、臭化メチルによる土壌くん蒸処理が長
い間実施されてきたが、臭化メチルは 2013 年に全
廃となり、今後その防除は更に困難になると危惧
されている。一方、近年になって土壌からの DNA
抽出が比較的容易に実施できるようになり、PCR-
DGGE 法を用いた土壌中の微生物相調査が可能と
なった。そこで、高知県内のショウガ圃場から採集
した土壌の PCR-DGGE 法による土壌 DNA 診断及
び理化学性等から土壌診断票を作成し、それから推
測される発病に基づいた防除技術を選択することに
より、防除効果の向上と減農薬栽培につなげること
を目指した。

　イ　研究方法
　（ア）　ショウガ根茎腐敗病の土壌診断技術の開発
　　ａ　土壌診断票の作成
　2011 年には 15 か所、2012 年には 12 か所のショ
ウガ栽培ほ場から収穫時期に土壌を採集した。発病
株付近の 5 か所の土壌を混合して 2mm のふるいを
通した後、土壌群、土壌水分、pH、EC、全窒素、
全炭素、可給態リン酸を調査した。全窒素及び全炭
素は乾式燃焼法、可給態リン酸はトルオーグ法で調
査した。発病調査は、土壌採集時に圃場全体の発病
程度を少（発病株率 1％未満）、中（同 1 ～ 5％未満）、
多（同 5 ～ 20％未満）、甚（同 20％以上）で記録した。
また、採土した付近の 100 株を対象に発病の有無を
調べ、発病株率を算出した。土壌の生物性は、糸状
菌及び細菌について PCR-DGGE 法を用いて調査し
た。
　　ｂ　菌密度発病曲線（DRC）
　　（ａ）　ポット試験

　　　①　試験 1（自然汚染土壌）
　2011 年 8 月 1 日に所内の露地ほ場 2 か所（高知 1：
前年ショウガ栽培ほ場、高知 2：休耕地）から土壌
を採集し、1cm のふるいを通した後、1/5,000a のワ
グネルポットに詰め、そこにショウガを植え付けた。
1 か所（高知 2）の土壌では、オートクレーブ滅菌
した土壌を 1/10 量の無滅菌土と混和した 1/10 希釈
区も設けた。発病調査は、ショウガの発芽後に適宜
実施したが、最終調査時においても発芽しない株が
見られたので、掘り取ると根茎が腐敗していたため
発病株と見なした。なお、各区とも 10 鉢供試した。
　土壌からの病原菌の定量は、供試土壌を 2mm の
ふるいを通した後に PARP 培地 1）の改変培地｛ト
ウモロコシ寒天（以下 CMA と略記）17g、寒天
23g、水 1,000ml、ピマリシン 5ppm、アンピシリン
250ppm、リファンピシン 10ppm、PCNB100ppm、
ローズベンガル 2.5ppm｝を用いて実施した。すな
わち、土壌 50g を 0.35％素寒天液 250ml に入れ、
ホモジナイザーで 5 分間かくはん後、その 1ml を
培地上にガラス棒で広げ、34℃、24 時間培養し
た。流水で培地表面の土壌を洗い流した後、培地
表面の水滴がなくなる程度まで風乾し、出現した
Pyhtium 属菌の菌そう数を計数した。更に 34℃、
24 時間培養し、菌そう数を再確認した。なお、1 サ
ンプルにつきペトリ皿 10 枚を供試した。
　　　②　試験 2（人工汚染土壌）
　ショウガから分離した根茎腐敗病菌（菌株名：
MY 株）を直径 9cm のペトリ皿に分注した 500ppm
小麦胚芽油添加 CMA 平板培地上で、30℃、約 30
日間培養した。ホモジナイザーで細断した培養菌体
をオートクレーブ滅菌した前項の土壌（高知 2）と
混和して汚染土壌とした。混和量は 1/5,000a のワ
グネルポット当たり、ペトリ皿 0.5 枚、2 枚及び 10
枚とし、8 月 2 日に前項と同様にショウガを植え付
け、発病調査、病原菌の定量を実施した。なお、培
養菌体の土壌への混和前に、培地中に形成された卵
胞子数を計数し、土壌中の卵胞子数を計算した。
　　（ｂ）　選択培地の検討
　選択培地は基本培地（CMA17g、寒天 23g、水
1,000ml）に各種抗生物質を添加した PARF（ピマ
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リシン 5ppm、アンピシリン 250ppm、リファンピ
シン 10ppm、フルアジナム 0.5ppm）、NARF（ナ
イスタチン 50ppm、アンピシリン 250ppm、リファ
ンピシン 10ppm、フルアジナム 0.5ppm）、NARM（ナ
イスタチン 50ppm、アンピシリン 250ppm、リファ
ンピシン 10ppm、ミコナゾール 1ppm）及び PARP

（ピマリシン 5ppm、アンピシリン 250ppm、リファ
ンピシン 10ppm、PCNB75ppm）2）を供試した。前
項の自然汚染土壌（高知 1、高知 2）及びペトリ皿
10 枚の培養菌体を混和して作製した人工汚染土壌
から、前項と同様な方法で Pythium 属菌を検出し
た。
　　（ｃ）　現地ショウガ栽培土壌
　土壌診断票に用いた 2011 年の 15 か所、2012 年
の 12 か所のショウガ栽培ほ場から採集した土壌を
用いて、選択培地を用いた直接検出法、捕捉法及び
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）法によりショウガ根
茎腐敗病菌を検出した。
　　　①　選択培地を用いた直接検出法
　NARF 培地を用いてポット試験の項で実施した
方法と同様に根茎腐敗病菌を検出した。
　　　②　捕捉法
　NARF 培地を用いて捕捉法を実施した。2mm の
ふるいを通した供試土壌 50g を直径 9cm のペトリ
皿に入れた後、滅菌水を 20 ～ 25ml 加え、最大容
水量以上の水分量に保った。乾燥トウモロコシ粒（品
種名不明）及びオオムギ種子（品種：‘ニシノチカラ’）
をそれぞれ 20 粒ずつ土壌表面に置き、35℃、2 日
間培養後、NARF 培地上に置床した。35℃、2 ～ 3
日間培養後、出現する根茎腐敗病菌の菌そうの有無
を調査した。
　　　③　PCR 法
　Ishiguro�et al.3）の方法に従って PCR 法を実施し
た。供試土壌 0.2g に直径 1mm のガラスビーズ 0.2g、
スキムミルク、抽出用緩衝液、10％ SDS 及び塩化
ベンジルを加え、1 分間激しくかくはん後、60℃、
15 分間静置した。3M 酢酸ナトリウム 150μl を加
えてかくはん後、氷上で 15 分間静置してから遠心
分離し、得られた上清を磁性ビーズで精製し、エタ
ノール沈殿によって DNA を抽出した。抽出 DNA
を鋳型とし、P. myriotylum を特異的に検出できる
プライマー（PyF、kkMYRR）を用いて PCR を実
施した。すなわち、調整した PCR 反応液を 95℃で

5分間の熱変成の後、95℃で0.5分間、64℃で0.5分間、
72℃で 1 分間を 35 サイクル、最後に 72℃で 10 分
間反応させた。PCR 産物を電気泳動してエチジウ
ムブロマイド染色後、出現する 150bp の DNA 断片
の有無を確認した。
　（イ）　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制
御技術の開発
　　ａ　診断項目の検証
　　（ａ）　前年の発病程度
　発病程度の異なる現地のショウガ栽培圃場から
採取した土壌を 1/5,000a ワグネルポットに詰め、
2012 年 5 月 7 日にショウガを 1 株ずつ植え付けた。
また、滅菌土壌に同様にショウガを植え付け、1/10
量の供試土壌を覆土に用いる希釈区も設けた。供試
土壌の根茎腐敗病菌の菌密度は前述の捕捉法を用い
て調査した。6 月 29 日に発病が見られ始めたので、
適宜発病調査を実施した。なお、各区 10 鉢で試験
を実施し、11 月には土壌採集圃場における本年度
の発病程度も調査した。
　　（ｂ）捕捉法による菌密度調査
　前述と同様な方法で滅菌及び無滅菌の人工汚染土
壌を作製した。混和量は 1/5,000a のワグネルポッ
ト当たり、ペトリ皿 0.1 枚、0.5 枚または 2 枚とし、
2012 年 5 月 11 日にショウガを 1 株ずつ植え付け、
屋外で栽培した。発病調査は 7 月 13 日に実施した。
なお、各区 10 鉢で試験を実施し、汚染土壌作製前
に、平板培地中に形成された卵胞子数を計数して土
壌 1g 当たりの卵胞子数を算出し、前述の捕捉法に
よる菌密度調査を実施した。
　　ｂ　マニュアルの作成
　発病を推定する根拠となる前年の発病程度と捕捉
法の調査方法、調査結果から導き出される発病ポテ
ンシャル及び発病ポテンシャルに対応した対策を記
載した「高知県におけるショウガ根茎腐敗病の診断・
対策支援マニュアル案（普及指導員版）」を作成した。
　　ｃ　マニュアルの検証
　試験は所内の露地ショウガ圃場で実施した。前年
の発病程度と捕捉法による菌密度調査を実施した
後、2013 年 4 月 5 日に土壌消毒を行い、4 月 22 日
に被覆を除去した。面積は 18m2（うね幅 2m ×う
ね長 9m）、株間 40cm、2 条植えとし、5 月 2 日に
42 株のショウガを植え付けた。
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　ウ　研究結果
　（ア）　ショウガ根茎腐敗病の土壌診断技術の開発
　　ａ　土壌診断票の作成
　2011 及び 2012 年に高知県内のショウガほ場から
採集した土壌の調査結果を表 22-1 に示した。土壌
の理化学性では、可給態リン酸と pH の相関係数は
0.66、土壌水分、全炭素及び全窒素の 3 者の相関係
数が比較的高かったが、発病程度と土壌の理化学性
の相関は低かった。土壌の生物性においても細菌及
び糸状菌の多様性は発病程度と相関が認められな

かった。一方、トウモロコシ及びオオムギによる病
原菌の捕捉率と発病程度には相関が認められた（図
22-1）。
　　ｂ　菌密度発病曲線（DRC）
　　（ａ）　ポット試験
　　　①　試験 1（自然汚染土壌）
　土壌から検出された Pythium 属菌の rDNA-ITS
領域の塩基配列を解析したところ、いずれも P. 
aphanidermatam に該当し、根茎腐敗病菌は検出さ
れなかった。前年までショウガを栽培していた高

表22-1　高知県内のショウガほ場から採集した土壌の調査結果

a）採土した付近100�株当たりの発病株率（％）
b）�肉眼観察による圃場全体の発病程度、無：0％、少：1％未満：中：1 ～ 5％未満、多：5 ～ 20％未

満、甚：20％以上
c）単位はμs/cm
d）単位は％
e）可給態リン酸（mg/kg）
f）調査せず
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知 1 では 60％程度発病が認められたが、ショウガ
を栽培していなかった高知 2 では全く発病が認めら
れなかった。しかし、高知 2 を滅菌土壌で希釈した
1/10 希釈区では、20％の発病株率であった（表 22-
2）。
　　　②　試験 2（人工汚染土壌）
　0.5％小麦胚芽油添加 CMA 平板培地上に形成さ
れた卵胞子数は約 3.6 × 105 個で、接種菌量が 1 枚
/ 鉢は 1.0 × 102 個 /g 土壌に相当した。しかし、土
壌への接種菌量が 0.5 枚 / 鉢及び 2 枚 / 鉢区では、
選択培地による直接検出法で全く根茎腐敗病菌が検
出されなかった。10 枚 / 鉢区では検出されたもの
の、10 個 /g 土壌の菌密度に留まった。土壌への接
種菌量が 0.5 枚 / 鉢及び 2 枚 / 鉢区の発病株率は 80

～ 90％で、10 枚 / 鉢区では 100％に達した（表 22-
3）。
　　（ｂ）　選択培地の検討
　4 種類の選択培地を比較したところ、NARF 培
地上では根茎腐敗病菌の菌糸の密度が粗く周縁で
密となる特徴を示し、P. aphanidermatam と区別
しやすかった（図 22-2）。また、NARF 培地では
NARM 及び PARP 培地上の菌そうよりもやや小さ
かったが、ほとんど雑菌の混入が認められなかった。
しかし、いずれの培地においても Pythium 属菌の
検出数に差は認められなかった（データ省略）。
　　（ｃ）　現地ショウガ栽培土壌
　選択培地を用いた直接検出法では、根茎腐敗病菌
を全く検出できなかった。捕捉法では、中程度以上

図22-1�　相関係数（左：土壌の理化学性、DI：発病程度、AP：可給態リン酸、Wet：土壌水分、TN：
全窒素、TC：全炭素；右：土壌の生物性、diversity.�b..:�細菌の多様性、diversity.f..:�糸状菌の多
様性、corn:�トウモロコシを用いた捕捉率、barley:�オオムギを用いた捕捉率）

表22-2　ほ場から採集した土壌からのショウガ根茎腐敗病菌の検出と発病推移（試験�1）

a）�高知1：前年ショウガ栽培圃場、高知2：無栽培圃場、1/10希釈：高知2の土壌を高知2のオートクレーブ
滅菌土で1/10希釈した。

b）�選択培地による直接検出法で調査した土壌1g当たりの菌密度、（　）内はp.aphanidermatumの菌数、
nd：検出限界以下、nt：調査せず。
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の発病ほ場で根茎腐敗病菌をほぼ検出できた。少程
度の発病ほ場では、検出できない場合も見られた。
しかし、検出されなかった供試土壌から再度検出
を試みたところ、検出される場合があった。また、
PCR 法は捕捉法よりも検出感度が低かった（表 22-
4）。
　（イ）　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制
御技術の開発
　　ａ　診断項目の検証
　　（ａ）　前年の発病程度
　前年に発病が見られたほ場のほとんどから捕捉法
によって根茎腐敗病菌が検出された。前年の発病程
度が高いほ場ほど早い時期から発病が見られ、7 月
下旬の発病株率も高い傾向であった。供試土壌を
1/10 量に希釈しても、汚染程度が高い土壌ではほ
とんど違いが認められなかったが、汚染程度が低い
土壌では発病が見られなくなったり、初発生時期が
遅れたりした。また、供試土壌を採集したほ場の当
年度の発病程度は、前年の発病程度及び捕捉法によ
る菌密度調査とほぼ一致した（表 22-5）。

　　（ｂ）　捕捉法による菌密度調査
　ペトリ皿 1 枚で汚染した土壌 1g 当たりの卵胞子
数は 5.8 × 101 個であった。根茎腐敗病菌の接種菌
量が多くなるほど発病が多くなる傾向が見られた
が、滅菌土と無滅菌土の差はほとんど認められな
かった。また、捕捉法においても、同様に捕捉率が
上昇する傾向が見られ、滅菌土では無滅菌土よりも
捕捉率が高かった（図 22-3）。
　　ｂ　マニュアルの作成
　収穫時に発病が見られず、捕捉法による菌密度調
査で根茎腐敗病菌が検出されない場合の発病ポテン
シャルをレベル 1 とした。目視によるほ場の発病面
積率が 0.5％未満であったり、発病株が見られなく
ても収穫時に根茎表面の罹病が確認されるか、又は
捕捉法の捕捉率が 5％未満の場合にはレベル 2 とし
た。ほ場の発病面積率が 0.5％以上又は捕捉法の捕
捉率が 5％以上の場合にはレベル 3 とした。発病ポ
テンシャルがレベル 1 の場合には、ダゾメット粉粒
剤で土壌消毒を実施し、発病が見られた時点で生育
中の防除を開始する随時防除を推奨した。レベル 2

表22-3　人工汚染土壌からのショウガ根茎腐敗病菌の検出と発病推移（試験�2）

a）�0.5％の小麦胚芽油を添加した�CMAを分注した直径9cmのペトリ皿で培養したショウガ根茎腐敗病菌を
1/5,000aワグネルポットに所定量混和した。1枚/鉢=1.0×102卵胞子/g�土壌に相当する。

b）表22-2脚注を参照。

図22-2　NARF培地上におけるPythium属菌の菌そう
（左：根茎腐敗病菌、右：P. aphanidermatum）
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表22-5　前年の発病程度及び捕捉法による菌密度とショウガ根茎腐敗病発生の関係

a）表22-1の脚注参照。
b）滅菌土壌に植えたショウガの覆土にポットの1/10量の供試土壌を用いた。

表22-4　現地ほ場で採集した土壌からのショウガ根茎腐敗病菌の検出

a）表22-1の脚注参照
b）nd：検出限界以下、nt：未調査
c）数字は捕捉率、（　）内は2回目の結果
d）＋：バンドが出現した、－：バンドが出現しなかった、（　）内は2回目の結果
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の場合には、ダゾメット粉粒剤、クロルピクリン又
はソイリーンで土壌消毒を実施後、6 月下旬にユニ
フォーム粒剤で生育中の防除を実施し、その後に発
病が見られた場合には生育中の防除を追加すること
を推奨した。レベル 3 の場合には、ダゾメット粉粒
剤とクロルピクリン錠剤の併用処理又はソイリーン
で土壌消毒を実施後、6 月下旬から約 20 日間隔で
ローテーション散布による生育中の防除を実施する
ことを推奨した（表 22-6）。
　　ｃ　マニュアルの検証
　前作の発病程度は多、捕捉法による捕捉率はトウ
モロコシで 20％、オオムギで 15％であったことか
ら、発病ポテンシャルはレベル 3 に該当した。くん
蒸剤には推奨されるクロルピクリン錠剤とダゾメッ
トを併用して使用し、生育中にも防除薬剤を約 20
日間隔で 6 回使用した。その結果、収穫時期の 11
月においても根茎腐敗病の発生は全く認められな

かった（データ省略）。

　エ　考　察
　（ア）　ショウガ根茎腐敗病の土壌診断技術の開発
　調査した土壌の理化学性や生物性とショウガ根茎
腐敗病の発生にはほとんど相関が認められず、これ
ら調査項目の改善によりショウガ根茎腐敗病の被害
軽減を図ることは困難と考えられた。一方、ショウ
ガ根茎腐敗病菌の菌密度と発病との関係は、選択培
地を用いた土壌からの直接検出法では病原菌の検出
は困難で、捕捉法により検出可能であることが明ら
かとなった。
　（イ）　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制
御技術の開発
　捕捉法による根茎腐敗病菌の捕捉率と発病には相
関が認められたが、土壌の滅菌と無滅菌による違い
は認められなかったことから、発病と土壌の生物性

図22-3�　人工汚染土壌における捕捉法を用いたショウガ根茎腐敗病菌の検出と発病の関係
（A：滅菌土壌、B：無滅菌土壌）

　　　a）�中：培養ペトリ皿2枚/鉢（116卵胞子/g土壌に相当）で汚染、低：同0.5枚/鉢（29
卵胞子/g土壌に相当）、微：同0.1枚/鉢（6卵胞子/g土壌に相当）

表22-6　ショウガ根茎腐敗病における土壌診断に基づいた発病ポテンシャルと推奨される防除技術
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は無関係と考えられ、アブラナ科野菜の根こぶ病に
おいて知られているような発病の抑止的及び助長的
土壌 4）が存在する可能性は低いと考えられる。また、
前年の発病程度も翌年の発病程度と相関があること
が確認でき、捕捉法による捕捉率と前年の発病程度
により次作の発病を予測できると考えられた。
　前年の発病程度と捕捉法による土壌中の菌密度調
査の結果から発病ポテンシャルを推定する「ショウ
ガ根茎腐敗病の対策・支援マニュアル」は、発病の
予測が可能で推奨する対策を講じることによって防
除が可能と考えられたが、更に現地圃場で検証を継
続する必要があると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　ショウガ根茎腐敗病の土壌診断技術の開発
　カリウムなど今回調査しなかった土壌の理化学性
について、今後検討する必要がある。
　（イ）　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制
御技術の開発
　少発生圃場では、捕捉法で病原菌を検出できない
場合があり、土壌の採集方法も含めた捕捉法の改良
に取り組む必要がある。また、現場で土壌診断を実
施する場合には、選択培地の準備や根茎腐敗病菌の
菌そうの識別が困難であることが予想されることか
ら、検出の簡易法についても検討する必要がある。
　検証事例は 1 例のみなので、本マニュアルの検証
を更に継続する必要性がある。

　カ　要　約
　（ア）　ショウガ根茎腐敗病の土壌診断技術の開発
　ショウガ根茎腐敗病の発生と土壌の理化学性や
PCR-DGGE による土壌の生物性の関係について調
査したところ、いずれの項目についても相関は認め
られなかった。ショウガ根茎腐敗病菌の菌密度と発

病との関係について検討したところ、選択培地によ
る直接検出法では菌密度調査が不可能で、捕捉法で
は捕捉率と発病とに相関が認められた。PCR 法は
捕捉法よりも検出感度が低かった。また、前年の発
病程度も次作の発病程度との間に相関が認められる
ことを確認した。
　（イ）　土壌診断票に基づくショウガ根茎腐敗病制
御技術の開発
　前年の発病程度と捕捉法による菌密度調査の結果
から発病ポテンシャルを推定するショウガ根茎腐敗
病の診断・対策マニュアルを作成した。本マニュア
ルの検証を実施したところ、1 か所のみではあるが、
防除に成功した。

　キ　引用文献
� 1）� Jef fers� S . � N . � and� Mart in� S . � B . �（1986）�

Compar ison� of � two� media� se lect ive� for�
Phytophthora�and�Pythium.�Plant�Dis.�70:�1038-
1043.

� 2）� Morita�Y.�and�Tojo�M.（2007）�Modification�of�
PARP�medium�using�fluazinam,�miconazole,�and�
nystatin� for�detection�of�Pythium�spp.� in� soil.�
Plant�Dis.�91:�1591-1599.

� 3）� Ishiguro�Y.,�Asano�T.,�Otsubo�K.,�Suga�H.�and�
Kageyama�K.�（2013）�Simultaneous� detection�
by�multiplex� PCR� of� the� high-temperature-
growing�Pythium�species:�P. aphanidermatum, 
P. heliciodes�and�P. myriotylum.� J.�Gen.�Plant�
Pathol.�79:�350-358.

� 4）村上弘治・對馬誠也・秋本孝行・宍戸良洋�（1999）�
アブラナ科野菜根こぶ病に対する抑止土壌の抑止
要因．土と微生物�53（2）：138（講要）．

　研究担当者（森田泰彰、矢野和孝＊、岡田知之）
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　ア　研究目的
　長野県が全国トップの生産量を誇るレタスにおい
て、近年フザリウム病が多発し、持続的な生産が危
ぶまれている。土壌中の微生物は、病害の発生や抑
止に大きな影響を及ぼすと考えられており、これま
での実験より、土壌中における生物的な地力が低い
圃場では土壌病害が多発生する傾向がある。そこで
本課題では、レタス根腐病を対象に、土壌 DNA 等
の解析結果に基づいた発病ポテンシャルの推定を行
い、それら情報に基づく土壌診断票の作成を行う。
さらに、推定された発病ポテンシャルのレベル（1
～ 3）に対応した個別技術を選抜しリスト化する。
これらの情報を基に、栽培前の土壌診断等を基に防
除対策に役立つ意思決定支援技術を開発する。本研
究では、レタス根腐病が発生している産地を中心に
土壌をサンプリングし土壌 DNA 解析、発病し易さ
程度及び理化学性等を解析し、新土壌診断マニュア
ル策定の資料とする。

　イ　研究方法
　レタス根腐病発病程度別各土壌における土壌
DNA 解析より算出した生物的地力と発病しやすさ
程度（反抑止性）の解析実績を多くするため、現地
発病圃場の土壌を収集し、それら相互の関連性を検
証した。
　（ア）　レタス根腐病発生圃場内での発病分布調査
　現地のレタス根腐病発病圃場において任意の試験
区（約 240m2：縦 30m ×幅 8m）を設定し、試験区
内の地上部発病程度を程度別発病指数に従い達観で
調査し、色分けマッピングした。
　（イ）　各土壌へ接種するレタス根腐病菌接種密度
が発病に及ぼす影響調査
　採取した任意各地点の土壌を用い、クロルピクリ
ン処理前後の土壌を準備した。すなわち土壌消毒前
土壌としては採取した土壌をできる限り植物残渣を
取り除くため篩った（2mm）土壌、土壌消毒後土
壌としては篩った土壌を 1/2,000a ワグネルポット
へ充填しクロルピクリン錠剤を用いて 28 日間燻蒸
した土壌とした。さらにレタス根腐病菌（Fusarium 
oxysporum f.�sp.� lactucae�FOL-KOM09R2 株：長野

県野菜花き試験場保存）をポテトデキストロース液
体培地で 1 週間振盪培養し、その後 4 重のガーゼ
で菌糸片を取り除き、遠心分離（3,000rpm、15 分）
後に分生子を回収し、107�cells/ml の分生子懸濁液
を調製した。得られた分生子懸濁液を用い、レタス
根腐病菌が土壌中 1g 当たり 0、10、100、1,000 個
の菌密度になるよう任意の液量を注入攪拌し、各汚
染病土とした。
　（ウ）　各発病程度別地点の土壌サンプルの土壌
eDNA 解析
　既報 1）に従い、各供試土壌から DNA を抽出後、
糸状菌 18S�rRNA 遺伝子を標的とするプライマー
セット（NS1' ／ GCFung'）を使用し、市販の PCR
キット（TOYOBO「KOD-Plus」）を用いて PCR を
行った。DGGE 解析は、Bio-Rad 社製の DCode シ
ステムを用い、作業工程は DCode システムマニュ
アルに従った。得られた PCR-DGGE 解析のゲル画
像バンドパターンを画像解析ソフト（GelCompar
Ⅱ ver4.6）により多様性指数を算出した。
　（エ）　理化学性の解析
　農耕地 eDNA データベース（eDDASs）必須項
目について、定法に従って理化学性を解析した。
　（オ）　マニュアルの作成
　レタス根腐病管理マニュアルを作成した。

　ウ　研究結果
　（ア）　圃場内での発病分布調査
　試験圃場ではⅤレタス（レース 1 抵抗性）でレー
ス 2 により発病株が散見され、図 23-1 の様な発病
分布であった。発病株は圃場の一部分に偏って発生
する傾向が認められた。さらに発生は道路側から垂
直に奥方向に連続して発生し、発病程度も道路側ほ
ど高かった。
　（イ）　各土壌へ接種するレタス根腐病菌接種密度
が発病に及ぼす影響調査
　本研究において、クロルピクリン土壌くん蒸処理
により発病し易くなる感染閾値の低下 2）（セルリー
萎黄病常発圃場で認められていた）は、レタス根腐
病発生圃場では認められなかった（図 23-2）。
　（ウ）　発病程度別地点の土壌サンプルの土壌

第３章�　レタス根腐病管理技術の開発
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eDNA 解析及び理化学性の解析
　　ａ　長野県朝日村現地レタス根腐病発生圃場
　発生分布程度が異なる全ての任意地点の土壌とも
土壌消毒前後で明らかに異なるバンドパターンを示
した。また、PCR-DGGE 解析では土壌消毒後には
特徴的なメジャーバンドが認められ、クロルピク
リン土壌消毒により優占的に生育する菌群だと推
察された。また、同様なことが細菌でも認められ
ており、クローニングを行ったところ、糸状菌は

Hypocreales 目、細菌は Ktedobacter 属の菌株と高
い相同性を示した。これらの菌の作用については今
後の検討課題と考えられた。
　　ｂ　長野県南佐久郡南牧村、川上村のレタス栽
培（またはレタス栽培履歴が有る）圃場
　生育良好圃場（11 圃場 33 検体）、不良圃場（14
圃場 42 検体）の多様性指数は、良好圃場では（R）
4-20、平均が 11.6、一方の不良圃場ではリッチネス

（R）7-21、平均 13.2 で、表面上の生育良不良と土

図23-1　試験圃場のレタス根腐病発病分布
○は土壌採取地点を示す。

図23-2　異なる発病程度土壌と発病しやすさとの関係
○数字は図23-1の採土地点を示す。
処理前、処理後は採取土のクロルピクリンによる土壌くん蒸処理の
前後を示す。A、B、C、Dは病原菌密度がそれぞれ土壌中1g当たり
0、10、100、1000個を示す。
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壌の多様性指数との間には相関は認められなかった
（図 23-3）。また、調査した作柄の不良圃場において、
過去にセルリー萎黄病で確認されていた感染閾値の
低下が認められる傾向にあった。これは、調査対象
地域はハクサイとの輪作が慣行で行われており、ハ
クサイでは黄化病対策でクロルピクリン剤による土
壌くん蒸処理をされた経緯があったためと考えられ
た。現地圃場（生育良好及び不良圃場）25 圃場 75
検体の土壌を収集し、�HeSoDiM 診断を基にしたレ

タス生育不良圃場の要因解析を行った。その結果、
生育良好圃場（11 圃場 33 検体）、不良圃場（14 圃
場 42 検体）における理化学性解析では、EC、pH、
トルオーグリン酸値、全炭素、全窒素、貫入抵抗値
に大きな相異は認められず、理化学性解析では生育
不良の要因究明はできなかった。
　（エ）　マニュアルの作成
　これらの結果を反映し、「レタス根腐病の次世代
型診断・対策マニュアル」作成した（図 23-4）。

図23-3　現地のレタス圃場における土壌eDNA�解析結果（抜粋）

図23-4　「レタス根腐病の次世代型診断・対策マニュアル（抜粋）」総32ページ
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　エ　考　察
　（ア）　圃場における発病程度差に係る原因究明
　レタス根腐病が多発生している圃場は、道路側か
ら垂直に連続して発生し、発病程度も道路側ほど高
いという偏った発生が認められる特徴がある。この
ような被害が散見される生産地では、本現象には、
圃場の生物性も関与しているのではないかと憶測さ
れていたが、本研究により、直接生物性による影響
は少なく、道路側からトラクターにより耕作を重ね
るごとに発生が拡大していったものであることが明
らかとなった。また、発病度が高い地点は、土壌中
の病原菌密度が高いことによる影響であることも明
らかとなった。　
　（イ）　各土壌へ接種するレタス根腐病菌接種密度
が発病に及ぼす影響調査
　セルリー萎黄病常発圃場で認められていた感染閾
値の低下（農林水産省 eDNA プロジェクト成果）は、
本研究のレタス根腐病発生圃場では認められなかっ
た。これは、本圃場においてはクロルピクリンによ
る土壌消毒が一度も処理されていないことに起因す
るものと推測された。すなわち、クロルピクリン土
壌くん蒸処理は、土壌の生物性を激変させ、土壌の
もつ土壌病原菌への抑止性を低下させることの一つ
の説明資料となると考えられた。
　（ウ）　レタス根腐病発病程度別地点土壌の土壌
eDNA 解析及び理化学性の解析
　レタス根腐病の発生履歴があり、且つレタスの生
育が良好もしくは不良である圃場の土壌糸状菌多
様性指数は、良好圃場ではリッチネスが平均で 11.6
あったが不良圃場では平均で 13.2 であった。一般
的に、土壌微生物が多様であれば、その系は安定で
あると考えられているが、本研究においては表面上
の生育良不良と土壌の多様性には相関は認められな
かった。このことは、土壌の生物性が必ずしも直接
的に土壌病害の発生に影響を与えているのではな
く、複雑な系であることを示すものと考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　現地圃場の生育良好及び不良圃場の要因解
析を行ったが、生育良好圃場、不良圃場における理
化学性解析では、EC、pH、トルオーグリン酸値、
全炭素、全窒素に大きな相異は認められなかった。
今後は、土壌の物理性に関する検討が課題と考えら

れる。
　（イ）　農地健康診断の展開については、事前の問
診と解析による「農地健康診断」に基づき、その対
策を処方するシステムが、連作障害に頭を悩まして
いる生産者にとって有意義な概念であり実用的な対
策であると考えられる。しかし、本システムには、
解析する機関（人で例えると人間ドックセンターの
ようなもの）が必要不可欠である。また、診断結果
を読み取り処方する技術者も要する。これらの検査
機関ならびに技師の養成が今後の課題だと考えられ
る。

　カ　要　約
　（ア）　圃場における発病程度差に係る原因究明を
行った結果、連作障害（土壌病害）の発病には、圃
場の生物性の関与も否定できないが、生物性が多様
であれば抑止的であるという単純な関係にはないこ
とが明らかとなった。
　（イ）　レタス根腐病多発生圃場における発病しや
すさの関連性を検討した結果、クロルピクリン土壌
くん蒸処理により、レタス根腐病多発圃場での感染
閾値の低下は認められなかった。これは、本圃場に
おいてはクロルピクリンによる土壌消毒が一度も処
理されていないことに起因した。すなわち、クロル
ピクリン土壌くん蒸処理は、土壌の生物性を激変さ
せ、土壌のもつ土壌病原菌への抑止性を低下させる
ことの一つの説明資料となると考えられた。
　（ウ）　レタス根腐病発病程度別地点土壌の土壌
eDNA 解析の結果、一般的に土壌微生物が多様で
あれば、その系は安定であるという発想が多く見ら
れるが、本研究においては表面上の生育良不良と土
壌の多様性には相関は認められなかった。このこと
は、土壌の生物性が直接的に土壌病害の発生に影響
を与えているのではない、複雑な系であることを示
すことが明らかとなった。

　キ　引用文献
� 1）� May�LA�et�al.�（2001）�Comparative�denaturing�

gradient�gel� electrophoresis�analysis�of� fungal�
communities�associated�with�whole�plant�corn�
silage.�Canadian�Journal�of�Microbiology�47:�829-
841.

� 2）藤永真史ら（2011）日本土壌微生物学会誌 66
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（2）：78.
� 3）� Tsushima,� S.� and� Yoshida,� S.�（2012）� A�

new�health-checkup�based� soil-borne� disease�
management �（HeSoDiM）� and� i t s � use � - 
Introduction� of�MAFF�project�（2011-2013）�-.�
TUA-FFTC� international�seminar�on�emerging�

infectious� diseases� of� food� crops� in� Asia.�
Abstract:�204.

　研究担当者（藤永真史＊、山岸菜穂、石山佳幸、
齋藤龍司）
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　ア　研究目的
　ダイズ茎疫病のような土壌伝染性病害による被
害を未然に防ぐには、発生の危険性を予測し、そ
のリスクに応じた防除強度を設定する必要がある
が、多くの場合これを的確に知る手段がないため、
過剰な防除が行われているのが実態である。そこ
で、限られた資源を有効に活用し、生産性を向上
させるためには土壌の健康状態に応じた防除（治
療）強度を設定する必要があり、このような概念
を HeSoDiM（Health�checkup�based�Soil–borne�
Disease�Management） と 呼 ぶ（Tsushima� ら、�
2012）。ダイズ茎疫病については、近年、種子処理
剤などの防除メニューはそろってきたが、防除実施
上の指標はなく、さらに排水対策などの栽培管理技
術の最適化が本病防除の基礎であることから、これ
らを加味した HeSoDiM に基づく対策マニュアルを
策定する。

　イ　研究方法
　（ア）　各種防除法の防除強度と統合
　　ａ　種子処理剤の現地適応性
　近年上市された種子処理剤の有効性を評価するた
め、2011 年に 3 種の種子処理剤アミスルブロム W

（Am）、チアメトキサム・フルジオキソニル・メタ
ラキシル M�W（TFM）、シアゾファミド W（Cy）
の茎疫病に対する防除効果を本病の発生が予想され
る所内 2 圃場及び現地 22 圃場において調査した。
　　ｂ　土壌処理剤、種子処理剤、亜リン酸の組み
合わせ
　2011 年所内圃場において土壌処理剤（フルアジ
ナム剤）のは種前土壌混和、種子処理剤、亜リン
酸粒状肥料（0-10-7）の施用が、茎疫病（6 月下旬）
の発生を調査するとともに、黒根腐病（9 月下旬）
の発生に及ぼす影響も併せて調査した。
　（イ）　発生状況とその要因解析
　2012 年に県下 107 圃場の播種前の土壌を採取す
るとともに、播種後の茎疫病の発生状況を播種 11
～ 24 日後に調査した（5m × 5 か所 / 圃場）。採集
した土壌は、pH、EC、茎挿法による菌の検出、そ
して耕種概要と発病の関係について解析した。また、

2013 年には県内の 207 地点の排水性を農林振興セ
ンターの聞き取りにより調査するとともに、過去に
土壌・環境保全課が調査した土壌断面調査の結果と
の関係を解析した。
　（ウ）　茎挿法による土壌からの病原菌の捕捉検出
　2011 年に、富山県内の 29 のダイズ圃場から採取
した土壌を径 11cm の塩ビカップに 300g 入れ、湛
水状態とし、断根したダイズ苗を挿苗してその後の
発病を調査した（以下、茎挿法）。また、圃場での
発病及び土壌の理化学性を調査した。
　（エ）　客土後年数が異なる圃場の微生物相と発病
の関係
　客土後年数の異なる 25 圃場から土壌を採集し、
土壌の理化学性を調査するとともに、微生物性を
PCR-DGGE 法により解析した。また、採集した土
壌に卵胞子を加えて保菌土壌とし、茎挿法による菌
の検出を行った。
　（オ）　畝立の有無や播種深度と発病の関係
　畝立ての有無や播種深度が発病に及ぼす影響を明
らかにするとともに、その要因を解析した。
　（カ）　防除マニュアルの策定　
　以上から得られた結果や、既往の情報をもとに六
つの診断項目から発病ポテンシャルを推定し、圃場
環境条件の改善点の明示、リスクに応じた防除強度
を設定できるマニュアルを策定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　各種防除法の防除強度と統合
　　ａ　種子処理剤の現地適応性
　現地及び所内の計 24 圃場の無処理区の茎疫病の
発病率は 0 ～ 63％であった（図 24-1）。このうち、
無処理区で 2.6％以上の茎疫病の発生が認められ
た圃場における各薬剤の防除価は図 24-2 のように
なった。圃場によって防除価に大きな差が認められ
たものの、平均で 60 程度の防除価であった。なお、
圃場によって最も効果が高い薬剤が異なった（図
24-3）。
　　ｂ　土壌処理剤、種子処理剤、亜リン酸の組み
合わせ
　茎疫病に対して種子処理剤の効果が高かった。

第４章�　ダイズ茎疫病管理技術の開発
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また、土壌処理剤や亜リン酸肥料にも防除効果が
認められた。また、黒根腐病に対しては F 剤の
500ml/10a の効果が高かった。種子処理剤の処理で
もやや減少したが、効果は高くなかった（図 24-4）。
　（イ）　発生状況とその要因解析
　2012 年の県下 107 圃場の調査では 30％の圃場で
本病の発生が認められたが、本年は播種後の降雨が
少なく、例年より発生が少なかった。茎疫病を対象
にした種子処理剤の普及が急速に進んでおり、64％

の圃場で採用されていた。種子処理剤を施用した圃
場は、無処理圃場に比べて、本病の発生が明らかに
少なかった（図 24-5）。播種は 5 月下旬から 6 月中
旬にかけて行われ、遅くなるほど発生が多くなった。
また、麦跡での発生が多かった。これは気温の上昇
に加え、播種後の降雨が強く影響したものと推察さ
れた。また、排水に適さない平畦播種で発病率が高
く、グライ土で発生が多い傾向が認められた（図
24-6）。

図24-1　現地及び所内試験圃場の無処理区における茎疫病の発生（2011年）

図24-2�　種子処理剤の茎疫病に対する防除効果（2011年）
注）�T･F・M：Thiamethoxam・Fludioxonil・Metalaxyl� M剤、Am：

Amisulbrom剤、Cy：Cyazofamid剤、県内22地点で実施した防除試験
から発病の認められた地点を抜粋。－：平均値。

図24-3　種子処理剤の試験場所ごとの防除効果の変動（2011年、6地点抜粋）
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　また、圃場の排水性の評価指標を得るために現地
技術者へ行ったアンケートの結果、現地での排水性
中程度とは降雨後の停滞水の残存日数が 2 日ほどを
意味し（図 24-7）、3 日以上となった場合に排水不
良と評価されている。グライ土や灰色低地土で排水
不良の圃場が多かった（図 24-8）。なお、過去に調
査した地域の作土深、土壌硬度、仮比重と排水性と
の間には明らかな関係が認められなかった（データ
略）。
　（ウ）　茎挿法による土壌からの病原菌の捕捉検出
　29 圃場の土壌試料のうち、茎挿法で発病が認め
られたのは 11 試料であった。茎挿法で菌が検出さ
れても実際の圃場では発病が認められない場合が多
く認められたが、圃場での発生が多い場合、茎挿法
での発病も多い傾向が認められた（図 24-9）。

　（エ）　客土後年数が異なる圃場の微生物相と発病
の関係
　客土後年数の異なる圃場では、耕作年数が多いほ
ど、T-C は増加（T-N も同様）した。一方、客土後
の年数が浅い圃場で、茎挿法で発病しやすい傾向が
認められた。なお、原土には発生を抑制する作用が
あるが、耕作を開始するとその作用は低下すると考
えられた。土壌 pH、EC、CEC と発病の関係は判
然としなかった（データ略）。次に、PCR-DGGE 法
により土壌微生物相の解析を行ったところ、細菌の
多様性指数 Richness は客土前の原土では乏しく、2
年目で一旦高まるが、その後低下し、その後、徐々
に高まる傾向が認められた（図 24-10）。クラスター
解析の結果、耕作年数に応じてクラスターが分かれ
る傾向にあり（図 24-11）、耕作年数に応じて微生物

図24-5�　現地圃場における種子処理剤使用の有無と発
病の関係（2012年）

図24-6�　現地における土壌群と茎疫病の発生の関係
（2012年）

図24-4�　土壌処理剤（F剤）、亜リン酸肥料の施用と種子処理剤
の組み合わせが、茎疫病と黒根腐病の発生に及ぼす影響

注）�F剤：Fluazinam剤、A剤：Thiamethoxam・Fludioxonil・
Metalaxyl�M剤、B剤：Amisulbrom剤、F剤（SC剤、 成 分
量39.5％）は耕起前または後に所定の濃度に希釈し、土壌表
面に散布、亜リン酸粒状肥料はは種後には種部表面に散布。
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相が一定の規律をもって変遷してゆく可能性が示さ
れた。
　（オ）　畝立の有無や播種深度と発病の関係
　平畝播種は畝立播種より本病の発生が多かった

（図 24-12）。また、播種深度が深いほど明らかに本
病の発生が増加した（図 24-13）。2012 年の試験で
は播種深 3cm は 6cm の 5 分の 1 の発生で、薬剤の
防除効果に匹敵した。また、ポットでのモデル試験
でも播種深度が浅い区で発生が少なく、播種深度に

かかわらず、播種位置のレベルまで湛水した区で発
病が増加する傾向が認められた（図 24-14）。なお、
地下部の根、胚軸のいずれにも感染が認められたが、
その境界部付近や胚軸に感染した場合に立枯症状を
呈した。
　（カ）　防除マニュアルの策定
　HeSoDiM に基づくマニュアルを策定した（図 24-
15）。マニュアルではダイズ茎疫病の発生生態や耕種
的防除法、薬剤防除法を紹介するとともに、診断の

図24-7�　現地技術者の圃場排水性の評価と降雨後の停
滞水残存日数の関係

図24-8�　現地における降雨後の停滞水残存日数と土壌
群との関係

図24-9�　茎挿法による土壌診断と圃場の発病の関係
（29圃場）

図24-10�　客土後の年数（耕作年数）が異なる25圃場
から採集した土壌の全炭素（上）、PCR-DGGE
解析による細菌相の多様性指数（中）、茎挿法
を応用した発病のしやすさ1）（下）

各土壌に卵胞子を混和して湛水状態とし、ダイズ苗を
断根して挿苗し、その後の発病を調査。対照は耕作年
数0年の原土。

図24-11�　PCR-DGGE�バンドパターン（細菌相）のク
ラスター解析

注）数値は客土後年数_圃場番号
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項目、発病ポテンシャル推定法とこれに応じた防除
対策が提示されている。発病ポテンシャル（0 ～ 3）
は、①過去及び地域の発生、②圃場の排水性（降雨
後の停滞水の状況）、③播種様式（平床、畝立）、④
土壌 pH、⑤土壌群、⑥土壌の生物性（PCR-DGGE
法）の計 6 項目のうち、判定可能な項目について 0

～ 3 までのリスク値を決定し、そのリスク値を積算
して診断項目数で割ることにより算出する（表 24-
1）。次に、その発病ポテンシャルに応じて、対策不
要～作物変更までの強度の異なる防除メニューを提
示するものである（表 24-2）。

図24-15　マニュアル（全10ページ）とHeSoDiMに基づく病害管理の流れ

図24-14�　播種深度と湛水深が発病に及ぼす影響（ポッ
ト試験）1）

1）�出芽後に菌を灌注接種し、地表から+0.5 ～－11.5cm�
の深さに24�時間湛水

図24-12�　畝立播種と平床播種における本病の発生（所
内試験圃場）

図24-13�　播種深度と本病の発生及び出芽率の関係
（2012年、所内試験圃場）
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　エ　考　察
　（ア）　各種防除法の防除強度と統合
　本研究の結果、近年上市された種子処理剤は生育
初期に発生する茎疫病に対して有効な防除手段であ
ると判断された。3 種薬剤の効果は、圃場によって
評価が異なったことから、薬剤の半減期あるいは浸
透移行性などの特性が効果の変動に影響しているも
のと推察された。ただし、種子処理剤の試験を実施
した試験圃場は、事前発生が予想されていた圃場で
あったが無処理区の発生が発病率 5％を超えた圃場
は 24 圃場中 7 圃場であった。このため、結果的に
は半数以上の圃場では防除が不要であったと推察さ
れる（図 24-1）。全県調査でも、防除が必要な圃場
は多くはなかった。よって、一律的に種子処理剤を
使用する必要はなく、HeSoDiM によって発生のリ
スクを明らかにすることにより、無駄のない防除が
実現できるものと推察された。
　薬剤の種子処理及び土壌処理剤を単独あるいは併
用することにより、黒根腐病も含めた多段階的な防

除強度の設定が可能であった。今後は、薬剤の農薬
登録や費用対効果の状況を見ながら、適用場面を設
定する必要があろう。
　（イ）　発生状況と要因解析
　107 圃場の本病の発生と各種要因との解析を行っ
た結果、種子処理剤の使用の有無のほか、土壌群、
作畝様式、降雨などと関係が認められ、本病の発生
に排水性が強く影響することが明らかになった。地
域定点圃場の土壌硬度、仮比重と排水性との関係は
認められず、降雨後の畝間停滞水が消失するまでの
日数が排水性の目安として使用できることが示唆さ
れた。
　（ウ）　茎挿法による土壌からの病原菌の捕捉検出
　茎挿法による発病と圃場での発生に明らかな相関
は認められなかったが、圃場の保菌の有無を知る手
法として利用できる可能性が示唆された。ただし、
Pythium 菌による立枯れを防止するためヒドロキ
シイソキサゾールを検定土壌に添加したところ、少
量でも茎疫病菌の検出は阻害されたことから（デー

表24-1　発病ポテンシャルを推定するための診断票

表24-2　発病ポテンシャルに応じた防除メニューの選定（生育初期の茎疫病対策）

─ 45 ─



タ略）、Pythium 菌の発生を防ぎ、茎疫病菌のみを
検出することは、現時点では困難である。また、大
量の土壌試料を検定するには、加温できるガラス温
室等が必要であり、生産現場で実用化するには、施
設等の制約が生じるものと推察された。
　（エ）　客土後年数が異なる圃場の微生物相と発病
の関係
　客土後の耕地化にともない、土壌の微生物相、窒
素・炭素は豊富になり、本病の発生は抑止的になる
ものと推察され、客土後の早い段階における有機質
資材の投入は本病の発生が抑制できる可能性が示唆
された。ただし、客土後 20 年以上を経た後の差は
大きくないことから、一般栽培圃場においてこのよ
うな明瞭な傾向が得られるかについては、今後検討
が必要であると考えられた。
　（オ）　畝立の有無や播種深度と発病の関係
　水田転換畑は、雨水の地下浸透が少なく、圃場が
水平なため、表面排水を速やかに実施することが難
しい。このため、現地では明渠・暗渠の設置、サブ
ソイラによる地下浸透の促進、そして畝立播種など
の多岐にわたる排水対策が指導されている。畝立播
種では、排水の通路が形成され、圃場の表面排水を
促すことができる。加えて、播種位置を畝間の停滞
水よりも高い位置に設定すれば、感染のリスクを著
しく低下できるものと期待される。
　また、本研究では、播種深度が発病に及ぼす影響
を調査したところ、明らかに播種深度が深くなると
生育初期の本病の発生は著しく増加した。このよう
に、播種深度の差がダイズ病害の発生に強く影響す
ることを明確に示した例は、これが初めてであると
考えられる。
　疫病菌の遊走子は負の走地性を有し 1）、重力に逆
らって水の表層に集まる特性があることから、停滞
水の表面水位付近で本菌の活動が活発になる。また、
ダイズ苗は胚軸から新しく側根が生じるため、種子
根が腐敗しても枯死に至らないことが多いが、胚
軸が侵された場合は致命傷となってしまう（図 24-
14）。このため、播種位置付近すなわち胚軸下端まで
水位が上昇した時に発病が顕著になるものと考えら
れる。播種深度が深いほどこの感受性の高い胚軸部
位は長くなり、感染・発病の機会が増えることにな
る。さらに圃場では、降雨は表面排水と地下浸透に
より排出されるが、播種深度が深いほど地下部が停

滞水にさらされる時間は長くなる。以上が、播種深
度が深い場合に発生が増加する大きな要因であろ
う。
　（カ）　防除マニュアルの策定
　本病の発生には圃場の排水性が大きく影響し、次
に病原菌の密度と気象、そして土壌 pH などの土壌
特性が作用すると考えられる。圃場の排水性につい
ては、「降雨後の停滞水残存日数」を指標とし、土
壌群や播種様式（畝立ての有無）がこれを補足する
ことになる。なお、全ての項目を診断する必要はな
いが、項目数が多いほど正確な発病ポテンシャルを
予想できる。
　ダイズの初期生育を確保するには、圃場の排水性
の向上が必要であり、また、石灰質資材の施用はダ
イズ収量・品質の向上に有効であり、このような、
生産性を向上させるための栽培管理により、茎疫
病の発生リスクを著しく低下させることができる。
よって、発病ポテンシャルを算出する過程で、安定
生産の阻害要因を抽出し、これを改善するための対
策を講じることにより、茎疫病対策だけではなく生
産技術の底上げを図ることができるものと期待され
る。
　なお、播種深度の適切な設定は、本病の防除に有
効であるが、機械播種における基礎設定項目であり、
土壌の pH 矯正とともに、本病の発病ポテンシャル
の程度を問わず実施する栽培管理（基本的な防除対
策）として設定した。なお、薬剤の葉面散布による
防除は、HeSoDiM による対策を実施したうえで発
生が認められた場合に、その発生状況に応じて随時
行うものとした。

　オ　今後の課題
　（ア）　土壌の病原菌密度の推定
　本課題では、茎挿法による生物検定でこれを評価
しようとしたが、作業が煩雑で検定スペースの確保
など解決すべき問題が多く、実用化には至らなかっ
た。近年では、リアルタイム PCR 法等により、土
壌の伝染源量を推定することが可能となってきた
が、ダイズの場合、収益性の面から検定に高額な費
用を捻出できないという事情がある。今後、安価で
簡易な伝染源量の推定技術の開発が望まれる。
　（イ）　診断票（表 24-1）の改善
　今後は診断票の各診断項目の重要性（寄与度）に
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応じて係数を与えることにより、信頼性が向上する
と期待される。また、土壌群は富山県の主要な土壌
群に当てはめたものであり、その他の土壌群につい
ての評価を今後すすめる必要があると考えられる。
　（ウ）　マニュアルの制限要素
　本課題で策定したマニュアルは、品種「エンレイ」
で行った試験を基づいて作成されており、エンレイ
と特性が大きく異なる品種を栽培する場合には、防
除メニューの見直しが必要と考えられる。また、本
マニュアルは生育初期の対策を考えたもので、生育
中・後期の発生には適用できないことから、地域に
よっては診断票ばかりでなく、防除メニューも改変
する必要がある。また、GIS 等の地理情報システム
を活用し、栽培、発病の履歴、土壌の特性や栽培環
境に関わる項目をマップ化（視覚化）あるいは集積
し、これら情報の管理をシステム化する必要である
と考えられる。

　カ　要　約
　（ア）　生育初期のダイズ茎疫病に対して種子処理
剤の処理が有効であるが、防除対策が不良な圃場が
多いことから、発生のリスク（＝発病ポテンシャル）
を事前に推定し、それに応じた防除強度（メニュー）
を設定する必要があることを示した。
　（イ）　現地の発生状況調査の結果、排水の悪いグ
ライ土で発生が多く、畝立て播種で発生が少なかっ
た。さらにいくつかの介入試験によって、本病の発
生には圃場排水性が強く影響することが明らかに
なった。これまで、本病の発生のリスクを推定する
には圃場の排水性を評価することが不可欠である。
そこで、降雨後の停滞水残存日数を圃場排水性の指
標（目安）とした。
　（ウ）　播種深度が本病の発生に密接に関与するこ
とを明らかにした。すなわち、播種深度が深くなる
ほど、感染門戸、圃場停滞水に遭遇するリスクが増

大し、発病が増加すること、そしてわずかな播種深
度の違いが、大きな差となって現れることが明らか
になった。
　（エ）　①過去及び地域の発生、②圃場の排水性

（降雨後の停滞水の状況）、③播種様式（平床、畝
立）、④土壌 pH、⑤土壌群、⑥土壌の生物性（PCR
－ DGGE 法）から発病ポテンシャルを推定し、こ
れに応じた防除対策を提案する本病の防除マニュア
ルを策定した。
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� 2）古河衞（2007）�土壌 pH の改善でダイズ茎疫病
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� 3）三室元気・岩田忠康・向畠博行（2011）�薬剤の
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ズ茎疫病の防除．北陸病虫研報�60：1-6.
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　ア　研究目的
　環境への負荷をより一層低減した環境保全的な露
地野菜の栽培管理技術の確立に資するため、土壌化
学性ばかりでなく、生物性も反映した評価法である
DRC（Dose-Response�Curve；土壌中の病原菌密度
－発病度曲線）診断を行い、その結果を踏まえて、
耕種的技術等も適切に活用し、過度に薬剤に依存す
るのではなく、不必要な薬剤施用を防止したアブラ
ナ科野菜根こぶ病の制御・管理技術を開発する。そ
のため、西日本（温暖地）における DRC データを
収集し、東北地域（寒冷地）主体の既存データも含
めてデータベースを構築するとともに、近隣府県に
おける現地調査を踏まえ、根こぶ病に関わる土壌診
断法を開発する。また、既存の個別対策技術リスト
に、根こぶ病に対する適用条件等を新たに評価した
技術を加え、メニューを更新する。これらの成果を
とりまとめたアブラナ科野菜根こぶ病の診断・対策
支援マニュアルを作成する。

　イ　研究方法
　（ア）　DRC データの作成・収集
　各地より採取後 -20℃以下で冷凍保存していた根
こぶ病罹病根（根こぶ）より調製した病原菌（福島
菌、群馬菌、兵庫菌、鳥取菌、岡山菌、広島菌）及
び（独）農研機構・近畿中国四国農業研究センター
内の圃場から採取した 6 土壌（黒ボク土、褐色低地
土、灰色低地土、黄色土：京都府綾部市、灰色低地
土、褐色森林土：広島県福山市）を用いて、ハクサ
イなど（6 作物 22 品種）（表 25-1）の DRC データを、
Murakami�ら 1）に準じて温室・ガラス室あるいは
人工気象室（23℃、明期 16 時間－暗期 8 時間）に
て作成・収集した。

　（イ）　現地生産圃場における根こぶ病発生状況調
査
　アブラナ科野菜産地（ハクサイ：岡山県・兵庫県、
キャベツ：香川県・大阪府、ブロッコリー：広島県・
鳥取県、シロナ：大阪府）において、秋冬作の収穫
期に栽培概況や根こぶ病の発生状況、収量等の実態
を調査し、発病と収量との関連性を調査した。
　（ウ）　個別対策技術の検討・評価
　　ａ　太陽熱消毒・土壌還元消毒の評価
　根こぶ病汚染土壌（黒ボク土：三重県松阪市）あ
るいは根こぶ病菌（兵庫菌、1 × 106 個休眠胞子 /g
土壌）を接種した褐色低地土または黒ボク土（京都
府綾部市）を用いて、①被覆（ガスバリアー性フィ
ルム使用）、② 2％エタノール＋被覆、③石灰窒素

（100kg/10a 相当量）＋被覆、④フスマ（1kg/m2 相
当量）＋被覆、⑤カラシナ茎葉部（5kg/m2 相当量）
＋被覆、⑥ブロッコリー茎葉部残渣（5kg/m2 相当
量）＋被覆、⑦キャベツ外葉部残渣（5kg/m2 相当
量）＋被覆の各区（3 反復）を設け（ただし、設定
した区は試験によって一部異なる）、1/5,000 アール
ポットで 5 月から 10 月にかけての異なる時期にビ
ニールハウス内で 4 週間処理（ただし、2％エタノー
ル区は 2 週間処理も設定）を行った。土壌を 4 週間
程度乾燥させて 5mm の篩いを通した後、キャベツ

（YR 青春二号）を用いて小型ポリ鉢（直径 11.5cm、
高さ 10cm、3 反復）にて発病検定を行った。また、
処理後の土壌中の根こぶ病菌休眠胞子密度を測定
し、発病軽減効果とともに、休眠胞子密度低減効果
を評価した。
　　ｂ　おとり植物の評価
　Murakami ら 2）に準じて、根こぶ病菌（兵庫菌、
1 × 104 個休眠胞子 /g 土壌）を接種した褐色低地

第５章�　アブラナ科野菜根こぶ病の総合的管理技術の開発

表25-1　DRC�作成に用いた材料
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土（京都府綾部市）を用いて、葉ダイコン、ソルゴー
2 種、エンバク 6 種を約 5 週間ポット栽培した。そ
の後、地上部を切除して 4 週間ほど静置してから、
ハクサイ（新あづま）を用いて発病検定を行い、前
作作付けに伴う後作ハクサイにおける発病軽減効果
を評価した。
　　ｃ　薬剤の評価
　村上ら 3）に準じて、褐色低地土（京都府綾部市）
に根こぶ病菌（群馬菌、1 × 106 個休眠胞子 /g 土壌）
を接種し、薬剤（フルスルファミド粉剤、フルアジ
ナム粉剤、アミスルブロム粉剤）施用区（30kg/10a
相当量）及び対照区（無施用区）を設け、ポット試
験にて 1 作目のみに薬剤を施用し、ハクサイ（新あ
づま）を連作して発病検定を行い、薬剤の効果を評
価した。
　（エ）　マニュアルの作成
　得られた成果をマニュアルとしてとりまとめる。

　ウ　研究結果
　（ア）　DRC データの作成・収集
　温室・ガラス室試験で 43 点、人工気象室試験で
53 点の DRC データを収集した（表 25-2）。その結果、
供試した病原菌や土壌、植物・品種により DRC が
異なる事例が認められた。
　新たに収集した病原菌では、兵庫菌、鳥取菌、広
島菌では、ほぼ同様の DRC パターンを示し、103

個休眠胞子 /g 土壌から発病がみられ、104 個休眠
胞子 /g 土壌では顕著な発病となった。一方、岡山
菌では、104 個休眠胞子 /g 土壌から発病がみられ、
105 個休眠胞子 /g 土壌で顕著となり、褐色低地土
とハクサイ（新あづま）を供試した本試験条件では、
中程度の休眠胞子密度で、他よりも発病が低い傾向
であった（図 25-1 左）。
　京都府綾部市より採取した 4 土壌の比較では、群
馬菌とハクサイ（新あづま）を供試した場合、褐色
低地土、黒ボク土、黄色土ではほぼ同様の DRC パ

表25-2　DRCデータ一覧

注）GH：温室・ガラス室、INC：人工気象室
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ターンとなり、104 個休眠胞子 /g 土壌でも発病は
それほど多くなかったが、105 個休眠胞子 /g 土壌
では顕著であった。一方、灰色低地土では 104 個休
眠胞子 /g 土壌でも発病は顕著であった（図 25-1 中
央）。
　ハクサイの品種比較では、群馬菌と褐色低地土を
供試した試験条件では、晴黄 75、晴黄 85、SCR 黄
味 85、SCR ひろ黄、あきめきは休眠胞子密度が高
くても発病はほとんどみられなかったのに対し、新
あづまやほまれ二号では 103 個休眠胞子 /g 土壌か
らわずかではあるが発病がみられはじめ、新あづま
では 104 個休眠胞子 /g 土壌から、ほまれ二号では
105 個休眠胞子 /g 土壌から発病が多くなった（図
25-1 右）。
　（イ）　現地生産圃場における根こぶ病発生状況調
査
　調査した現地生産圃場では、根こぶ病の発病程度
は品種、土壌 pH、薬剤施用による影響を受けて大
きく異なっていた（表 25-3、一部データ略）。しか

し、収穫時期の発病度と収量との関連性は明確では
なかった。
　（ウ）　個別対策技術の検討・評価
　　ａ　太陽熱消毒・土壌還元消毒
　夏季における複数回の試験を通して、被覆区、2％
エタノール区、石灰窒素区及びフスマ区で発病軽減
効果がみられたが、カラシナ区、ブロッコリー区及
びキャベツ区では効果がみられなかった（図 25-2、
一部データ略）。一方、春季や秋季に処理した試験
では概して効果が低かった。また、夏季の処理では
土壌中の休眠胞子密度の低減も認められた（データ
略）。
　　ｂ　おとり植物
　前作に葉ダイコン（CR-1）を栽培した場合、後
作のハクサイにおいて発病が軽減されたが、ソル
ゴーを栽培した場合には、前作無作付の場合と同等
の発病度となり、発病軽減効果はみられなかった（図
25-3 左）。また、前作にエンバクを栽培した場合、
いずれの品種においても前作無作付区に比べて発病

表25-3　現地生産圃場における調査結果

図25-1　各種要因がDRCに及ぼす影響
凡例以外の要因は次のとおり。病原菌：群馬菌、土壌：褐色低地土、植物：ハクサイ（新あづま）
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度は低下した（図 25-3 右）。
　　ｃ　薬剤
　いずれの薬剤においても、無施用区に比べると、
施用 2 作目でも発病抑制効果がみられたが、フルア
ジナム粉剤ではその効果は 1 作目よりもやや減少す
る傾向がみられた（図 25-4）。
　（エ）　マニュアルの作成
　得られた成果をもとに診断・対策支援に関するマ
ニュアルを作成した。

　エ　考　察
　（ア）　DRC 診断と DRC データベース
　作成した DRC に、実測した土壌中の休眠胞子密
度を当てはめることにより、発病度を推測すること
ができる（DRC 診断）。その結果に応じて、レベル
1（発病度 0-20）、レベル 2（同 20-60）、レベル 3（80-100）
に分けた発病ポテンシャルのいずれに該当するかを
見定めることにより、それぞれに見合った対策を個
別対策技術メニューより選定できる（図 25-5）。

図25-2　太陽熱消毒・土壌還元消毒が根こぶ病の発病に及ぼす影響
1）�病原菌：兵庫菌、土壌：褐色低地土、植物：キャベツ（YR青春二号）
2）処理時期：5月8日～ 6月8日

図25-4　1�作目における薬剤施用が�2�作目の根こぶ病の発病に及ぼす影響
1）�C：対照区（無施用区）、FS：フルスルファミド粉剤施用区、FA：フルアジナム粉

剤施用区、A：アミスルブロム粉剤施用区
2）ハ：ハクサイ作付、－：無作付、上段：1作目、下段：2作目

図25-3　前作が後作ハクサイにおける根こぶ病の発病に及ぼす影響
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　根こぶ病の発病は、病原菌、土壌、栽培植物、さ
らには、環境要因によって変動するが、DRC 法を
用いることにより、これらの要因を一度に評価す
ることができ、有用であると考えられる。収集し
た DRC データについては、病原菌、土壌の種類
や pH、植物の種類・品種に基づいて、類似条件の
DRC を比較できるように、データベースを構築し
ている。今後、以前収集して DRC データ集（村上 4））
としてとりまとめた東北地域のグラフデータや本プ
ロジェクトに参画した他機関の DRC データも取り
込み、充実を図る予定である。
　（イ）　根こぶ病の発病と収量との関係性
　収穫時の根こぶ病発病度と収量との関係において
明確な傾向がみられなかったが、これは作物の種類
によって収穫部位が異なることも一因であると考え
られるが、同一作物であってもはっきりとはしてい
なかった。収穫時に同程度の発病度であっても、根
こぶ病菌の感染時期や部位、あるいは、肥大程度に
よる影響が関与していると想定された。これらの影
響を解明するためには、生育期間中の経時的な発病
調査などの必要性が考えられた。
　（ウ）　個別対策技術
　太陽熱消毒処理は夏季に処理すると土壌中の休眠
胞子密度を低減させることができ、根こぶ病の発病
を軽減させることができるが、その前後の時期では
効果が劣る場合がみられた。その場合でも、フスマ
や石灰窒素の添加、あるいは 2％エタノールの利用
により、土壌還元消毒処理を行うと効果が増強され

る傾向がみられ、処理時期に応じて、適切な方法を
利用することにより、安定した効果が得られると考
えられた。
　当初、ブロッコリーやキャベツの収穫時には大量
の残渣が生じるが、これをそのまま有機物として利
用することを想定していたが、本試験ではこれらを
鋤込んで処理しても効果がみられなかった。さらに、
フザリウム病に対して効果が高いとされているカラ
シナを鋤込んだ場合も同様に効果がなかった。カラ
シナもアブラナ科植物であり、根こぶ病に罹病する
ことも一因と考えられる。現在は、実規模での処理
として、葉菜類の有機栽培や減農薬栽培のハウス栽
培における利用を想定し、検討を行っている。
　本研究の小型ポリ鉢を用いた試験では、前作植物
としてソルゴーを栽培した場合、後作での発病軽減
効果はみられなかったが、圃場試験では根系の発達
に伴う透水性や排水性などの土壌物理性の改良によ
ると推定される発病軽減効果がみられたとする事例
も報告されており、圃場試験規模ではさらなる検証
が必要である。エンバクについては、これまで報告

（Murakami ら 2））のあったヘイオーツ以外でも同
様の効果が認められた。ただし、Murakami�らの報
告 5）にあるように、土壌中の病原菌密度に応じて、
その効果は変動するため、適用場面については留意
する必要がある。
　薬剤の効果については、フルスルファミド粉剤で
は既報（村上ら 3））にあるように発病抑制効果に持
続性がみられ、フルアジナム粉剤では対照区よりは

図25-5　DRCに基づく発病ポテンシャルのレベル分け
レベル1：発病度0-20、レベル2：発病度20-60、レベル3：発病度60-100
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発病は低いものの、1 作目に比べるとその効果は低
減していた。一方、アミスルブロム粉剤ではフルス
ルファミド粉剤と同様に効果の持続性がみられた
が、そのメカニズムは両者で大きく異なることが想
定される。フルスルファミド粉剤は根こぶ病菌の休
眠胞子に作用してその発芽抑制により発病を抑制し
ているが、アミスルブロム粉剤では休眠胞子から放
出される遊走子に作用して密度を低減することによ
り発病を抑制している。そのため、フルスルファミ
ド粉剤を施用した場合に、おとり植物を輪作しても、
おとり植物の効果は得られなかったが（村上ら 5））、
フルアジナム粉剤やアミスルブロム粉剤では、おと
り植物作付けの効果により後作ハクサイにおける発
病度の低減が認められた（データ略）。
　（エ）　個別対策技術メニュー
　本研究の結果も含めて個別対策技術のリストを更
新し、DRC 診断に基づいたレベル分けに応じた適
用範囲を示した（表 25-4）。

　（オ）　マニュアル化
　既存の知見とともに、得られた成果や考察をア
ブラナ科野菜根こぶ病診断・対策支援マニュアル 6）

としてとりまとめた。

　オ　今後の課題
　（ア）　簡易 DRC 診断法
　現在の DRC 作成法では供試土壌量が多いため、
試験終了後の廃棄土壌も多量となる。そこで、本法
の普及や実用化を図るため、ポットサイズの小型化
を検討し、試験スペースの削減、廃棄土壌量の削減、
試験期間の短縮などを検討し、作業効率の向上を図
る必要がある。
　（イ）　発病と収量との関係解明
　収穫期の発病度では収量との相関が高くなかった
ことから、発病程度と収量との関連について解明す
るため、作物の種類や生育ステージと罹病時期の観
点から経時的な調査を行い、解析を行う必要がある。

表25-4　個別対策技術メニュー

○：効果あり、△：条件次第で効果あり、×：効果な
し、●：効果はあるが費用・労力面から不適
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　（ウ）　診断・対策支援技術の普及
　生産農家における普及を促進するためには、労力
軽減やコスト削減などを図る必要がある。同時に、
診断結果に基づいて、適切な対策を指導できる者を
育成・確保する必要がある。

　カ　要　約
　（ア）　DRC 診断のための DRC データの収集と
データベース化
　西日本など各地で採取した根こぶ病菌（6 菌株）
及び近畿中国四国農業研究センター内より採取し
た土壌（6 種類）を用いて、6 種類 22 品種の作物
について、温室・ガラス室で 43 点、人工気象室で
53 点の DRC データを作成し、データベース化し
た。圃場の状態に見合った対策技術を選定するため、
DRC データに基づいて発病ポテンシャルを 3 レベ
ルに分けた。
　（イ）　根こぶ病の発病と収量との関係
　収穫期の発病度は土壌の種類、pH、栽培作物の
品種などにより変動していたが、収量との明確な関
係はみられなかった。
　（ウ）　個別対策技術メニュー
　夏季における太陽熱消毒や土壌還元消毒は休眠胞
子密度の低減をもたらし、発病軽減効果が得られる
ことが明らかになった。ソルゴー前作による発病軽
減効果はみられなかったが、エンバク前作による効
果は認められた。フルアジナム粉剤やアミスルブロ
ム粉剤を施用した場合も発病抑制効果の持続性がみ
られたが、フルスルファミド粉剤の場合と異なり、
おとり植物作付けの効果も得られることが明らかと
なった。これらの成果も含め、発病ポテンシャルご

との有効性を示した個別対策技術メニューを作成し
た。
　（エ）　診断・対策支援技術マニュアル
　以上の成果をとりまとめた「根こぶ病の診断・対
策支援マニュアル」を作成した。
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　ア　研究目的
　香川県のブロッコリー根こぶ病の発生面積は、ブ
ロッコリーの作付け面積の拡大とともに増加してお
り、発生地域では薬剤防除によって対応を行ってい
るが、防除コストが大きな負担となっている。そこ
で、指導者または農家自身がほ場ごとに簡便に発病
リスク（発病のしやすさ）を推定する方法と香川県
での適応性を評価した個別の防除技術をメニュー方
式で提示することにより、ほ場の状態に見合った防
除対策を講じることを可能にする土壌診断システム
を構築する。

　イ　研究方法
　（ア）　土壌診断技術開発に関する研究開発
　　ａ　品質・収量に連関した発病程度評価法検討
　他のアブラナ科野菜と比較して、ブロッコリーは
根こぶが着生しても収量への影響が少ない傾向があ
り、防除技術の評価に当たっては、収量や品質と関
連した発病程度区分に基づく評価が必要である。
　そこで、既発生ほ壌において各種薬剤等の防除試
験と併行して以下の調査を行った。
　収量調査は、収穫花蕾長を 16cm に調整した後、
短径、高さ、重さ、茎径を測定した。収穫時の発病
程度別調査に加え、従来の発病程度区分で 3（根系
の 50％以上に根こぶあり）と判断された株につい
ては、直径約 0.5mm 以上の根数調査を行った。
　　ｂ　土壌診断項目の抽出及び選定の検討
　ブロッコリー根こぶ病のほ場ごとの発病リスクを
予め評価した上で、必要な防除技術を提案する手法
を確立するために、まず、発病リスクを評価するた
めの調査項目の抽出及び選定などを行う必要があ
る。そこで、29 ほ場（図 26-1）の土壌化学性等の
分析及び調査を行い、発病との関係性を解析した。
　　　①対象ほ場
　ほ場の選定に当たっては、前年度の発病の有無と
併せて、土壌の物理性、特に排水性が発病に関係す
る可能性があることから、前作のほ場管理、特に湛
水管理の有無を考慮した。
　　　②分析及び調査項目
　根こぶ発病度、菌密度、PCR 法による検出（村上・

金戸 1））、DRC（Dose�Response�Curve、Murakami�
et� al.2））、PCR-DGGE（PCR-Denaturing�Gradient�
Gel�Electrophoresis、森本・星野 3）、對馬 4））
　pH、EC、交換性及び水溶性陽イオン（Ca、Mg、K）、
水溶性陰イオン（Cl、NO3、SO4）、可給態リン酸、
リン酸吸収係数、ジチオナイト－クエン酸塩還元溶
解鉄、酸性シュウ酸塩可溶鉄、1M 酢酸ナトリウム

（pH3）可溶鉄、マンガン、水中沈定容積
　（イ）　土壌診断票に基づくブロッコリー根こぶ病
制御技術の開発
　　ａ　個別防除技術の評価
　根こぶ病に対する防除技術としては、化学合成農
薬の処理、耐病性品種の導入、pH を高める土壌改
良資材の施用等がある。発病リスクに応じた防除技
術をメニュー化するにあたり、これら防除技術の力
量を評価することや防除技術を実施するに当たって
の注意点を把握するための試験を実施した。
　　（ａ）定植前土壌処理混和薬剤の処理域の検討
　定植時の根こぶ病菌汚染土までの土壌深の違いが
発病に与える影響を検討し、率いては定植時に農薬
等で保護すべき根域を明らかにする目的で試験を実
施した。
　　　①定植方法
　根こぶ病汚染ほ場において、畝立てをした後、塩
ビ管を畝上土壌表面に設置し、その塩ビ管に無汚
染土を充填した。汚染土までの土壌深を 5cm 及び
10cm とした区を設定し、充填後、プラグ苗を定植
した。無処理区として、そのまま畝上に定植した株
を設けた。
　　　②調査方法
　花蕾長 16cm に調整後、花蕾短径、高さ、重量、
茎径を調査した。また、根部は堀取り、各株の根こ
ぶ着生根について、根鉢（主根部）から根こぶまで
の距離を測定した。
　　（ｂ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理時期の検
討
　ブロッコリー根こぶ病に登録のあるもののうち、
現場でよく使用されている農薬の有効成分であるフ
ルアジナム及びフルスルファミドの土壌中の挙動を
確認する試験を実施した。

第６章�　ブロッコリー根こぶ病管理技術の開発
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　①土壌中の安定性を確認するために、土壌に両農
薬を添加し、定期的にサンプリングを行い、残留量
を調査した。
　②効果的な処理方法の提案を行うために、両農薬
の土壌中の下方向への移動性を確認した。ふた付ラ
イナーチューブ内に採取した土壌に両農薬を添加
し、蒸留水を定期的に加えた。定期的にサンプリン
グを行い、表層から一定の深さごとの土壌の残留量
を調査した。
　　（ｃ）　定植前土壌混和処理薬剤の処理濃度と根
こぶ病菌菌密度の関係調査
　根こぶ病無発病ほ場の土壌に、根こぶ病菌の休眠
胞子を、最終の菌密度が、1.0 × 105 及び 106 個 / 生
土 g となるように接種を行った。供試農薬は、フル
アジナム 0.5％粉剤、アミスルブロム 0.5％粉剤、フ
ルスルファミド 0.3％粉剤とし、処理量を変えて土
壌に混和処理した。一定期間後、根を掘り取り、根
の全重と根こぶの重量を計測し、根こぶ重 / 根重比
率を求めた。
　　（ｄ）　耐病性品種の防除効果評価
　耐病性品種「グリーンキャノン」の防除効果並び
に本県での栽培適応性について、罹病性品種で甚発
生のほ場における定植時期別の発病及び収量調査に
基づいて評価を行った。
　　（ｅ）　土壌改良資材の防除効果評価
　香川県内で広く分布している灰色低地土及び黄色
土で転炉スラグの効果確認試験を実施した。土壌ご

とに緩衝曲線を作成し、処理後の pH が 8 程度にな
るように処理した。収穫期に発病程度及び土壌化学
性の調査を行った。
　（ウ）　マニュアルの作成
　（ア）の診断項目の抽出とその診断結果に対応し
た（イ）の個別防除技術の効果との関係に基づいて
ヘソディム（HeSoDiM）マニュアルの策定を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　土壌診断開発に関する研究開発
　　ａ　品質・収量に連関した発病程度評価法検討
　従来の基準で程度 3 となった株でも、ブロッコ
リーについては、出荷に際して充分な花蕾重とされ
る 300g を超えた株が約 60％あった。また、花蕾重
と根数の相関係数 r は 0.597 となり、有意な相関を
認めた（図 26-2）。花蕾重 300g 以上を確保できた
株の根数は、8 本以上の株が約 84％を占め、300g
未満の株では、8 本未満の株が約 73％となった（図
26-3）。以上のことから、従来の程度 3 の基準を根
数を加えた基準で細分化することにより、収量に関
連した基準となると判断した（表 26-1）。
　　ｂ　土壌診断項目の抽出及び選定の検討
　　（ａ）　DRC（病原菌密度－発病度曲線）診断
及び PCR-DGGE 解析
　代表的な DRC 並びに特徴的なほ場の DRC 診断
結果を図 26-4 に示した。激しく発病したほ場では、
無接種でも発病度が 70 程度あったが、無発病及び

図26-1　調査対象ほ場
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発病ほ場の大部分では、103 接種から発病度が急激
に高くなり、105 接種で発病度が 80 程度となってい
た。ただ、1 ほ場のみ休眠胞子の添加量が増えても
発病度があまり高くならなかった。
　調査ほ場における PCR-DGGE 解析に基づく糸状
菌及び細菌の多様性指数と発病程度並びに DRC 診
断結果との間に関係性は見いだせなかった。ただし、
DRC 診断で発生抑止性を認めたほ場の PCR-DGGE

解析結果から特徴的なバンドが確認された。
　　（ｂ）　土壌理化学性と発病度の関係
　中西 5）において、pH はこれまでの知見どおり、
pH が上昇すると発病度は低下し、pH7 以上では発
病度は 20 未満であった（図 26-5）。交換性のカルシ
ウム / カリ比の数値が増加すると発病度は低下する
傾向があった。（図 26-6）。水中沈定容積が大きくな
ると発病度が高くなる傾向があった（図 26-7）。ジ

図26-2�　発病程度�3（旧基準）の株における根数と花
蕾重との関係

図26-4　DRC（病原菌密度－発病度曲線）診断結果（エラーバーは標準誤差を示す）

図26-3�　根こぶ病新発病程度�3�以上の株における花
蕾重量別頻度分布

発病度=（1×n1＋2×n2＋3×n3＋4×n4＋5×n5）/（5×N）×100
　　　　ni：発病程度の区分が�i�の個体数
　　　　N：全個体数

表26-1　花蕾重量との関係を加味したブロッコリー根こぶ病発病程度新基準

─ 57 ─



チオナイト－クエン酸塩可溶鉄（Fe_d）に対する
酸性シュウ酸塩可溶鉄（Fe_o）の比率が高くなると、
発病度が高くなる傾向があった（図 26-8）。水中沈
定容積並びに Fe_d/Fe_o 比は湛水との関係性が高
い傾向を示した。
　（イ）　土壌診断票に基づくブロッコリー根こぶ病
制御技術の開発
　　ａ　個別防除技術の評価
　　（ａ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理域の検討
　汚染土壌に直接定植した区（0cm 区）では、根
こぶは根鉢部分に着生し、その影響によって根が欠
落して全く根がない株もあり、花蕾収量に影響が出
て、他の区と比較して明らかに短径、高さ、重量、
茎径ともに劣った。一方、土壌深を 5cm、10cm に
設定した区では、根こぶ着生位置では、5cm 区の
方が最短距離は短くなっていたが、花蕾重量に差異
は認められなかった（図 26-9、10、森 6））。
　　（ｂ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理時期の検
討

　中西 7）において、
　①処理 1 日後の残留量は、フルアジナムは添加量
の 87％、フルスルファミドは添加量の 123％であっ
た。また、フルアジナムは処理後 14 日で処理 1 日
後の 51％、フルスルファミドは処理後 45 日で処理
1 日後の 54％となった。処理 60 日後には、フルア
ジナムでは、処理 1 日後の 3％、フルスルファミド
では、処理 1 日後の 14％であった（図 26-11）。
　②フルアジナムは、サンプリング期間を通じて、
表層から 5cm の深さで残留していた。5cm より深
い位置に残留するフルアジナムは検出されなかった

（図 26-12）。フルスルファミドは、サンプリング期
間を通じて表層から 5cm の深さに、最小で残留量
全体の約 96％残留していた。5cm より深い位置に
も、最大で残留量全体の約 4％残留していたが、投
下量の 1％程度と微量であった（図 26-13）。
　　（ｃ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理濃度と根
こぶ病菌菌密度の関係調査
　各薬剤の濃度別の根こぶ形成抑制効果は、フルス

図26-5　pHと発病度の関係

図26-7　水中沈定容積と発病度の関係

図26-6　交換性Ca/K比と発病度の関係

図26-8　Fe_o/Fe_d比と発病度の関係
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ルファミドを除き、接種休眠胞子密度が 1.0 × 106

個 / 生土 g では 105 個 / 生土 g と比較して低下する
傾向が認められた（図 26-14、15）。休眠胞子密度が
106 個の場合には、剤によっては処理基準処理濃度
の半濃度では根こぶ形成抑制効果がほとんど認めら
れない結果となった。

　　（ｄ）　耐病性品種の防除効果評価
　耐病性品種「グリーンキャノン」では、根こぶの
着生は認めるものの極軽微であり、根こぶ病による
減収は認めなかった。10 月以降の定植では低温の
影響により正常な花蕾とならなかった。
　　（ｅ）　土壌改良資材の防除効果評価

図26-9�　定植時の汚染土までの土壌深着生に与える影
響

図26-12　深度別のフルアジナム土壌残留量の推移

図26-10�　定植時の汚染土までの土壌が根こぶ深が花
蕾重量に与える影響

図26-13　深度別のフルスルファミド残留量の推移

図26-11　フルアジナム及びフルスルファミドの土壌残留量の推移
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　pH8 を確保するために必要な転炉スラグの量は、
両ほ場ともに 2t/10a であった。転炉スラグの処理
により、栽培期間を通じて pH は 8 以上で推移した

（図 26-16）。その結果、発病株率は高いものの、発
病度は 20 程度と大きく低下した（図 26-17）。一方、
水稲との輪作体系で同様の試験を行ったところ、水
稲の品質が低下するとともに、施用後水稲を 2 年間
作付けすると pH は 7 より低下した。
　（ウ）　マニュアルの作成
　診断項目として、①前作ブロッコリーの栽培状況
と根こぶ病発生の有無、②菌密度調査と遺伝子診断
におる根こぶ病菌の有無、③ DRC（病原菌密度－
発病度曲線）法診断と生物検定、④土壌理化学性の
調査の 4 項目の各リスク評価に基づいて、そのほ場
の発生リスクを 5 段階に総合評価し、それに対応し
た防除技術メニューを付したマニュアルを策定し
た。

　エ　考　察
　（ア）　土壌診断開発に関する研究開発
　　ａ　品質・収量に連関した発病程度評価法検討
　従来の程度 3 の基準を根数を加えた基準で細分化
することにより、収量に連関した基準となると判断
した。また、個別防除技術を評価するに当たって、
収量に関連した評価が可能となると考えられた。
　　ｂ　土壌診断項目の抽出及び選定の検討
　　（ａ）　DRC（病原菌密度－発病度曲線）診断
　調査したほとんどのほ場において、DRC は同じ
ような傾向を示しており、土壌水分、日長等の発病
条件が整うことでこれらのほ場では、菌の侵入によ
り経時的に汚染程度は高くなり、発病度も高くなっ
ていくと予想された。
　　（ｂ）　土壌理化学性と発病度の関係
　pH はこれまでの知見どおり、pH が上昇すると
発病度は低下し、pH7 以上では発病度は 20 未満で
あったので、土壌診断項目として利用可能と考えら

図26-14�　各土壌処理混和薬剤の処理濃度別の根こぶ形成抑制効果�
（105個/生土g接種）

図26-15�　各土壌処理混和薬剤の処理濃度別の根こぶ形成抑制効果�
（106個/生土g接種）
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れた。
　交換性のカルシウム / カリ比は、数値が増加する
と発病度は低下する傾向があった。これは、カルシ
ウムが植物体の防御機構の働きを高める一方、カリ
ウムは発病土壌で蓄積している傾向があるという知
見を支持すると思われた。
　水中沈定容積が大きくなると発病度が高くなる傾
向があった。水中沈定容積は、ほ場の畑地化が進行
し、土壌の微細構造が発達することにより小さくな
ることが知られており、この結果から、非畑地化に
より発病が助長的になる可能性が示唆された。
　ジチオナイト－クエン酸塩可溶鉄（Fe_d）に対
する酸性シュウ酸塩可溶鉄（Fe_o）の比率が高く
なると、発病度が高くなる傾向があった。ジチオナ
イト－クエン酸塩可溶鉄は結晶性（低結晶性も含む）
の鉄、酸性シュウ酸塩可溶鉄は低結晶性の鉄を評価
しており、土壌の還元化にともない比率が高くなる
ことが知られている。したがって、比率が高くなる
と還元化が進行しているので、周囲の環境による影
響やほ場管理等の影響により還元的なほ場となり、
結果的に発病リスクが高くなると思われた。
　以上の 4 項目を土壌診断項目として利用可能であ
ると判断し、マニュアルに導入した。
　（イ）　土壌診断票に基づくブロッコリー根こぶ病
制御技術の開発
　　ａ　個別防除技術の評価
　　（ａ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理域の検討
　定植時に保護すべき土壌深について検討した結
果、土壌表面より 5cm 程度を保護することで収量

に対する影響を回避できることが分かり、その根こ
ぶの着生状況から収量に影響のない区ではセルトレ
イ育苗苗の根鉢部への根こぶの着生がなかったこと
から、根鉢部への根こぶの着生を防ぐことが防除対
策として重要であると判断した。
　　（ｂ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理時期の検
討
　①土壌中の安定性を確認した試験では、フルアジ
ナムはフルスルファミドより低く、14 日間で処理 1
日後の残留量の半分程度にまで低減していた。現場
では JA による定植支援も行われており、施肥、農
薬処理、耕うん、畝立て等の定植前の準備が早くな
る場合がある。このような場合、農薬処理から定植
までの期間が長くなり、効果が低下する可能性があ
ることが示唆された。したがって、特にフルアジナ
ムを使用する場合は、定植時期を見計らって土壌処
理をする必要があると考えられた。
　②土壌中の下方向の挙動について確認したとこ
ろ、両成分ともに水による下方向への移動は、ほと
んどなかったので、水による拡散は、ほとんどない
と考えられた。したがって、土壌中のフルアジナム
及びフルスルファミド濃度を均一化するためには、
均一な散布や散布後の耕うん作業が、重要と考えら
れた。
　　（ｃ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理濃度と根
こぶ病菌菌密度の関係調査
　根こぶ病菌休眠胞子の接種菌密度別の薬剤防除効
果についてポット試験で検討した結果、根こぶ病菌
の休眠胞子密度が高まることで、防除効果を得るの

図26-16　転炉スラグ処理後のpHの推移 図26-17　転炉スラグ処理による発病株率及び発病度
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に高い薬剤濃度が必要であることが示唆された。そ
の程度は、各登録薬剤の単位面積当たりの適用使用
量を 10cm 深で処理した場合の処理濃度の時に、休
眠胞子密度 105 個までは有効であるが、106 個では
十分な防除効果が得られない場合が認められた。し
かし、一方、各ほ場の休眠胞子密度の調査結果か
ら、休眠胞子密度が一方的に上昇することはなく、
定植時の休眠胞子密度は多くのほ場で 105 個の範囲
にあったことから、一定の薬剤濃度を確保すること
で実用上は問題なく防除効果が得られていると考え
る。ただし、田中ら 8）は根こぶ病の菌系の病原性
により防除効果が変わることを指摘しており、この
点については今後防除効果の安定性について注視す
る必要はある。
　　（ｄ）　耐病性品種の防除効果評価
　耐病性品種「グリーンキャノン」の防除効果並び
に本県での栽培適応性について検討した結果、耐寒
性が低いことから作期は 9 月下旬までに定植する作
型に限定されるものの高い発病抑制効果を認めた。
　　（ｅ）　土壌改良資材の防除効果評価
　香川県内で広く分布している灰色低地土及び黄色
土で転炉スラグ（後藤・村上 9））の効果確認試験を
実施したところ、10a 当たり 2t の施用量で pH8 ま
で矯正可能であった。また、発病度が低下し収量も
確保することが可能であった。一方、水稲との輪作
体系では、水稲の品質低下と pH 低下が確認された
ので、水稲との輪作体系での施用は控えるべきと考
えられた。
　（ウ）　マニュアルの作成
　土壌診断項目として 4 診断項目を提案したもの
の、診断機関や診断費用などの問題で診断項目に
よっては全てのほ場において対応することは現況で
は困難である。そのため、喫緊の広域ほ場への対応
として、主要な土壌診断項目のみの抽出による簡易
な土壌診断に基づく防除メニュー提案を行ってい
る。

　オ　今後の課題
　ほ場ごとに、下記に示すほ場カルテを作成して、
発病リスクを総合評価し、その後、発病リスク別の
防除メニューを提案する仕組みを考えている。
　本年度は一部産地で、HeSoDiM を試験導入して
おり、興味のある生産者もいるが、依然として過剰

防除となっているケースも見られる。今後、考え方
をどのように生産者に理解してもらうか、また、診
断項目の分析を担う機関の育成が、重要になってく
ると思われる。

　カ　要　約
　（ア）　土壌診断開発に関する研究開発
　　ａ　品質・収量に連関した発病程度評価方法を
確立し、ほ場の細かな発病程度の把握と個別防除技
術の評価が可能となった。
　　ｂ　診断項目として、前作の発病程度、農薬の
処理（農薬、処理日）、耕種概要（品種、定植時期、
前作）、土壌生物性（菌密度、PCR）、土壌化学性（pH、
Ca/K 比、Fe_o/Fe_d、水中沈定容積）を選定した。
　（イ）　土壌診断票に基づくブロッコリー根こぶ病
制御技術の開発
　　ａ　個別防除技術の評価
　　（ａ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理域として
は、土壌表面より 5cm 程度であった。
　　（ｂ）　定植前土壌処理混和薬剤の処理の際に、
注意すべき点として、定植時期を見計らって土壌処
理をすること、均一な散布や散布後の耕うん作業が
重要であることを抽出した。
　　（ｃ）　土壌中の休眠胞子密度が 106 個 /g 以上
のほ場では、土壌混和処理薬剤の濃度によっては防
除効果の低下が懸念されるものの、定植時の休眠胞
子密度が 106 個 /g 以上となるほ場は今回の供試ほ
場では確認されていない。
　　（ｄ）　耐病性品種「グリーンキャノン」は高い
発病抑制効果を認めた。ただし、耐寒性が低いこと
から、栽培適応性は、作期は 9 月下旬までに定植す
る作型に限定される。
　　（ｅ）　香川県内で広く分布している灰色低地土
及び黄色土で転炉スラグ 10a 当たり 2t の施用量で
pH8 まで矯正可能であった。また、発病度が低下
し収量も確保することが可能であった。一方、水稲
との輪作体系では、水稲の品質低下と pH 低下が確
認されたので、水稲との輪作体系での施用は控える
べきと考えられた。
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　ア　研究目的
　環境負荷を最小化した低投入・循環型の農業・食
料生産方式へ転換するため、不必要な薬剤施用をさ
ける必要がある。一方、作物生産における土壌病害
対策は作付け前に殺菌剤処理するため、作付け前の
防除判断か不可欠である。そこで、作付け前の土壌
から発病ポテンシャルのレベル分けができる土壌診
断技術を開発し、さらに、土壌診断に基づく管理技
術をメニュー化することで、土壌病害対策の要否及
びその手段を決定できるキャベツ根こぶ病管理技術
を開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　発病ポテンシャルのレベル分けができる土
壌診断技術の開発
　　ａ　採取土壌
　圃場の 4 隅と真ん中の 5 地点から採取した。表層
を 1cm 程度取り払い、深さ 10cm 程度の土壌を採
取した。5 地点の土壌をまとめて（1kg 程度）ビニー
ル袋に入れた。後日、2mm の篩で篩いがけし、篩
下をビニール袋の中でよく混ぜ、各検定にこの土壌
を用いた。
　　ｂ　発病ポテンシャル推定のための土壌病害診
断項目の選定
　病原菌密度について、土壌 1g 当たり 1 万個以上
なら注意報、10 万個以上では警戒警報発令と判断
されている（後藤逸男ら 2006）。土壌 pH について
は、根こぶ病は pH6.5 以下で発病が助長される（村
上弘治ら 2007）。また、休眠胞子密度が高い圃場で
は土壌の pH を 7.0 以上とすることが、根こぶ病対
策として推奨されている（村上圭一ら 2003）。これ
ら既知の診断項目に加え、他の指標候補を検討し
た。すなわち、キャベツ根こぶ病の発病ポテンシャ
ル（発病しやすさ）を圃場ごとにレベル分けするた
め，三重県内で 2 か年 36 か所の圃場から土壌を採
取し、17 項目の土壌理化学性分析（土壌統、土性、
pH（H2O）、EC、炭素含有率、窒素含有率、可給態
リン酸、土壌水分、NO3-N、Ca、Mg、K、石灰苦
土比、苦土カリウム比、CEC、塩基飽和度、貫入
式土壌硬度計値（DIK-5531 大起理化工業株式会社））

と 2 項目の土壌生物性分析（DGGE 電気泳動図によ
る微生物多様度、病原菌密度（篠田英史ら�2003））
及び対象圃場の前作発病程度の聞き取り調査を行っ
た。
　　ｃ　ハクサイ幼植物を用いたセルトレイ検定

（吉本、2001）
　50 穴セルトレイに検定土壌 60g × 5 セルに入れ、
ハクサイ「大福 75」を 1 セル当たり 5 粒播種した。
不織布をセルの穴から垂らすことで底面給水を行っ
た。4-5 週間後に根こぶの着生程度を観察し、発病
の有無により発病ポテンシャルのレベル分けを行っ
た。
　　ｄ　回帰分析
　発病ポテンシャルを評価する診断項目として、2
か年 36 か所の調査地点の分析結果と、その土壌を
用いた指標作物（ハクサイ幼植物）の発病度との単
回帰分析を行った。また、発病ポテンシャルを目的
変数に、病原菌密度、土壌 pH、前作発病程度を説
明変数にした重回帰分析を行った。
　　ｅ　DRC 検定
　各土壌統における発病ポテンシャルの基準を
作成するため、土壌統ごとに DRC 検定を行った

（Murakami�2002）。
　（イ）　発病ポテンシャルのレベル分けに基づく
キャベツ根こぶ病管理技術のメニュー化
　発病ポテンシャル「中」と「大」の場内圃場にお
いて、育苗箱灌注剤と土壌混和剤の単剤処理と体系
処理を 3 か年比較検討し、土壌の発病ポテンシャル
のレベルに応じた管理技術メニューを検討した。発
病調査は「アブラナ科野菜根こぶ病総合防除マニュ
アル－研究者・指導者用　技術マニュアル－　（東
北農業研究センター�2002）」に基づき行った。

【試験場所】農業研究所内発病圃場　多発圃場
100m2　少発圃場 100m2

【試験品種】松波
【 定 植 日 】2011 年 9 月 8 日、2012 年 9 月 13 日、
2013 年 9 月 11 日

【 調 査 日 】2011 年 12 月 22 日（ 定 植 105 日 後 ）、
2013 年 1 月 7 日（定植 116 日後）、2014 年 1 月 7 日

（定植 118 日後）

第７章�　キャベツ根こぶ病管理技術の開発
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　（ウ）　休眠胞子の LAMP 法による簡易検出
　LAMP 法による根こぶ病菌の簡易検出を検討し
た。休眠胞子土壌懸濁液（土：蒸留水＝ 1：52.5）
を 105 ～ 101 個 /ml に調整し、各懸濁液から改変
塩化ベンジル法（Li�et�al.,�2013）で抽出・純化し
た DNA を鋳型として、65℃の一定温度で 30 分間
LAMP 反応を等温増幅蛍光測定装置「Genie®�II」
で行った。
　（エ）　土壌生物性のクラスター解析
　採取した土壌の DGGE 電気泳動図によるバンド
パターンを、バンドの有無を 0、1 に置き換え、ク
ラスター解析を行った。
　（オ）　キャベツ根こぶ病診断・対策支援マニュア
ルの作成
　上記試験結果から、キャベツ根こぶ病の圃場にお
ける発病ポテンシャルの診断方法を確立し、その診
断結果から病害対策法を選択できるマニュアルの作
成を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　発病ポテンシャルのレベル分けができる土

壌診断技術の開発
　　ａ　採取土壌
　本試験結果は、三重県内で 2 か年 36 か所の圃場
から採取した土壌によって行った。
　　ｂ　発病ポテンシャル推定のための土壌病害診
断項目の測定
　17 項目の土壌理化学性分析（土壌統、土性、pH

（H2O）（図 27-1）、EC、炭素含有率、窒素含有率、
可給態リン酸（図 27-2）、土壌水分、NO3-N、Ca、
Mg、K、石灰苦土比、苦土カリウム比、CEC、塩
基飽和度、貫入式土壌硬度計値（図 27-3）（DIK-5531
大起理化工業株式会社）と 2 項目の土壌生物性分
析（病原菌密度（図 27-4）と DGGE 電気泳動図（図
27-5）による微生物多様度）及び対象圃場の前作発
病程度の聞き取り調査を行った。
　　ｃ　ハクサイ幼植物を用いたセルトレイ検定

（吉本、2001）
　ハクサイの幼植物を用いて、土壌の発病ポテン
シャル（発病しやすさ）を調査した（図 27-6）。そ
の結果、採取土壌によって発病程度に大きな差が
あり（図 27-7）、300g 程度の土壌を用いて 4 週間

図27-2　可給態リン酸の分布範囲

図27-1　土壌pHの分布範囲
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図27-3　貫入式土壌硬度計の値（調査圃場のうち15例）
1）縦軸が土壌の深さ、数値はその深さにおける土壌硬度（kPa）
2）透水性を阻害する基準（2000kPa）の色を濃く表した。

図27-4　病原菌密度の分布範囲
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で、その圃場の発病ポテンシャルを検査できること
がわかった。
　　ｄ　回帰分析
　セルトレイ発病度を、発病ポテンシャルとして、
発病ポテンシャルと 17 項目の土壌理化学性分析と

2 項目の土壌生物性分析及び対象圃場の前作発病程
度の聞き取り調査結果との単回帰分析を行った結
果、相関係数は病原菌密度が 0.41 と最も高く、104

個 /g 乾土未満（検出限界）のサンプルを除くと 0.59
に向上した（表 27-1）。次に、前作発病程度が 0.35、

図27-5　DGGEの電気泳動画像（調査圃場のうち15例）
土壌からDNAを抽出し、糸状菌18S�rRNA遺伝子を標的とするプライマーを用い
て、PCR反応を行った。その産物を、7％ポリアクリルアミドゲル、60℃で50V-20
時間泳動し、SYBR�Green�I�で染色後、PharosFX（BioRad）で画像化。

図27-7　セルトレイ検定法による各圃場のハクサイ根こぶ病発病度
発病度＝（1×n1＋2×n2＋3×n3）/（3×N）×100ni：発病程度の区分がiの個体数、
N：全個体数発病程度の区分：0根こぶなし、1�側根のみに根こぶあり、2�主根の
50％未満に根こぶあり、3�主根の50％以上に根こぶあり

50穴セルトレイに検定土壌60g�
×5セルに入れ、ハクサイ「大福
75」を1セル当たり5粒播種

不織布をセルの穴から垂らす
ことで底面給水

4-5週間後に根こぶの着生程度
を観察
左：発病無し、右：発病有り

図27-6　セルトレイ検定法
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土壌 pH が－ 0.31 となった。さらに、土壌 pH を 5.5
以下、5.6 以上 6.5 以下、6.6 以上の 3 段階に区分し
た場合、相関係数は 0.45 に向上した。これら 3 項
目を用いて重回帰分析を行ったところ、修正済決定
係数は 0.58 であった（表 27-2）（鈴木ら�2014a）。
＜ 重 回 帰 式 ＞ 発 病 ポ テ ン シ ャ ル ＝ 2.824 ＋

（0.0003374 ×病原菌密度）＋（26.66 ×土壌 pH 指
数＊ 1）＋（1.475 ×前作発病程度指数＊ 2）
　ｅ　DRC 検定

　土壌統ごとに DRC 検定を行い、各土壌統におけ
る発病ポテンシャルを作成した（図27-8）。その結果、
同一土壌統でも DRC は異なり、土壌統毎に DRC
を類型化することはできないことが明らかになっ
た。
　（イ）　発病ポテンシャルのレベル分けに基づく
キャベツ根こぶ病管理技術のメニュー化
　レベル 2 の圃場では、供試した殺菌剤単独及び体
系防除も効果は同程度であった。レベル 3 の圃場で

＊ 1：�土壌 pH 指数：pH5.5 以下は＋ 1、pH5.6 以上 6.5 以下は 0、pH6.6 以上は－ 1
＊ 2：前作発病程度指数：発病ありは＋ 2、一部発病ありは＋ 1、不明は 0、未発生は－ 1
　　 なお、発病ポテンシャルが、20 以上でレベル 3、10 以上でレベル 2、10 未満でレベル 1 と判断した。

図27-8　土壌統ごとのDRC
　病原菌密度を106から102まで5段階に調整した現地土壌を用いて、13か所2粒ずつ播種した4号ポリ
鉢を1密度当たり5反復行った。10日後に間引き、底面給水で管理した。播種40日後に発病状況を調査
した。線は標準偏差。

＊�　病原菌密度の検出限界以下の土壌は100個/乾土1g�
として計算した。

表27-1�　各土壌病害診断項目と指数作物発病度との単
回帰分析

表27-2�　発病ポテンシャルと診断項目との関係（2か
年23地点の重回帰）

─ 68 ─



は、アミスルブロム剤の育苗箱灌注と土壌混和処理
の体系防除が最も効果が高かった。これらの結果か
ら、レベル 2 ではコストと処理労力が低いアミスル
ブロム剤の育苗箱灌注を選択し、レベル 3 では効果
の高いアミスルブロム体系防除を選択することが有
効と考えられた（鈴木ら�2013a）。
　この結果と 10a 当たりのコストから、個別防除技
術メニューを考案した（表 27-3）。

　（ウ）　休眠胞子の LAMP 法による簡易検出
　LAMP 法を行った結果、検出限界は 102 個 /ml で、
反応時間は 105 個 /ml で 11 分 10 秒、102 個 /ml で
20 分 40 秒であった（図 27-9）（鈴木ら�2014b）。
　（エ）　土壌生物性のクラスター解析
　糸状菌の DGGE の電気泳動パターンでクラス
ター解析を行った。80000 以下のサイトでは一部を
のぞき、発病程度の違いによるパターン分けが可能

表27-3　各土壌病害診断項目

※転炉スラグの施用により適切なpHが維持できれば、化学的防除は省略できる。

図27-9　LAMP法による病原菌密度別検出曲線
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であった（図 27-10）。
　（オ）　キャベツ根こぶ病診断・対策支援マニュア
ルの作成
　これら得られた試験結果から、前作発病程度、セ
ルトレイ検定、病原菌密度、土壌 pH を、診断項目
とし、それぞれの診断項目の調べ方及び、その評価
方法を取りまとめたキャベツ根こぶ病診断・対策支
援マニュアルを作成した。

　エ　考　察
　（ア）　健康診断を基にした土壌病害管理技術（ヘ
ソディム）
　発病ポテンシャルを推定するため、二通りの診断

手法を考えた（図 27-11）。一つは、前作発病度から
診断する方法である。前作で発病があれば、本作で
対策を行うのは当然である。そのため前作の発病程
度を記録しておくことが重要である。しかし、借地
であったり記録がなかったりで、前作発病度が不明
な場合も想定される。その場合、セルトレイ検定法
を行うことで、その圃場の発病ポテンシャルを概ね
推定できる。これらの診断に基づき対策メニュー（表
27-3）から手段を選択し、対策を講じることができ
る。
　もう一つの診断手法は、基準値から診断する方法
である。本試験結果から、病原菌密度、前作発病程度、
土壌 pH と発病ポテンシャルとの相関が比較的高い

図27-10　土壌のDGGE電気泳動パターンのクラスター解析

図27-11　前作発病程度及び土壌病害診断の基準値からの発病ポテンシャル診断
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ことが明らかとなった。これら 3 項目を基準値とし
て、これらの値が異常値にならないよう管理するこ
とで、健全な圃場を維持できることを期待している。
また、検査値から発病ポテンシャルを推定し、その
レベルに応じた防除対策を講じることができる。
　このような土壌病害診断に基づく土壌病害管理
技術をヘソディムという（Tsushima�&�Yoshida�
2011）。
　一方、土壌統ごとの DRC 検定から、土壌統だけ
で発病しやすさはわからないことを確認した。よっ
て、土壌統から DRC 検定結果を類型化できないこ
とから、診断圃場毎に DRC 検定を行う必要がある
ことが明らかとなった。現状の DRC 検定法は労力
がかかるので、更なる簡易化が必要と考えられた。
　（イ）　発病ポテンシャルのレベル分けに基づく
キャベツ根こぶ病管理技術のメニュー化
　3 か年の圃場試験結果から、育苗箱灌注剤の効果
の範囲と、土壌混和剤との併用処理の効果が示され
た。このことから、ヘソディムにより発病ポテンシャ
ルを三つに分けることの意味が明らかとなった。す
なわち、発病ポテンシャル　レベル 1 では、殺菌剤
を省略し減農薬に貢献し、レベル 2 では、育苗箱灌
注剤処理により、省力化と低コスト化、さらに土壌
病害診断の基準値の維持に貢献し、レベル 3 では、
根こぶ病による被害軽減に貢献できると考えられ
た。
　（ウ）　休眠胞子の LAMP 法による簡易検出
　ヘソディムを行う際、病原菌密度の測定に、時間
と労力と経験を要するため、今後の普及を考えると、
この課題の解決が求められる。そこで、根こぶ病の
休眠胞子を検出できる LAMP プライマーを開発し
た。LAMP 法は反応液の調整から反応を含め 1 時
間以内にでき、経験を必要としない簡易な手法で、
現場での病害診断に活用されている。
　今回の結果から、根こぶ病の発病ポテンシャル診
断が LAMP 法により迅速・簡便にできる可能性が
ある。
　（エ）　土壌生物性のクラスター解析
　解析半ばであるが、解析件数を重ねていくことで、
発病ポテンシャルの傾向が見えてくる可能性が考え
られた。当初、土壌 pH に応じた微生物層になるこ
とも期待したが、結果として pH に影響を受けない
微生物も存在することが想定され、DGGE による

遺伝子解析だけでなく、土壌 pH で場合分けした解
析が必要と考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　健康診断を基にした土壌病害管理技術（ヘ
ソディム）
　発病ポテンシャルと、各診断項目との相関値が高
くない理由に外れ値の存在がある。本研究では、定
植時期が大きく影響していた。8 月下旬定植を基準
として、定植が早いと助長傾向、遅いと抑制傾向で
あった。このことは定植時期を変えることで耕種的
防除になることと矛盾しない。今後、精度の高い土
壌病害管理技術とするため、各診断項目の調査結果
に加え、整理された問診項目を基に考察し診断を行
うことが必要である。
　（イ）　発病ポテンシャルのレベル分けに基づく
キャベツ根こぶ病管理技術のメニュー化
　個別防除技術メニューの殺菌剤について、同一圃
場の 3 か年の結果から作成している。圃場によって、
根こぶ病菌の系統の違いなどにより、殺菌剤の防除
効果が異なる可能性がある。よって、診断項目の診
断指標は基準であり、地域の実情に応じて調整する
必要がある。
　（ウ）　休眠胞子の LAMP 法による簡易検出
　LAMP 法自体は簡易であるが、その反応に用い
る土壌 DNA をいかに簡易に精度高く抽出するかが
課題である。
　（エ）　土壌生物性のクラスター解析
　解析件数を重ねていくことが必要である。
　（オ）　キャベツ根こぶ病診断・対策支援マニュア
ル
　今回の判断基準はキャベツを対象にした試験結果
から結論づけている。今後、他のアブラナ科野菜へ
の応用を拡げていくため、診断・対策事例を蓄積し、
防除対策の判断基準の精度を検証していくことが必
要である。

　カ　要　約
　（ア）　前作発病度を圃場毎に記録しておくこと
で、発病ポテンシャルのレベル分けが可能である。
前作発病度が不明の場合、作付け予定圃場の土壌を
採取し、50 穴のセルトレイに入れ、指標作物とし
てハクサイを播種し底面給水で管理するセルトレイ
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検定（吉本、2001）を行うことで発病ポテンシャル
のレベル分けが可能である。
　（イ）　病原菌密度、前作発病度、土壌 pH の測定
値より発病ポテンシャルを算出し、そのレベル分け
が可能である。
　（ウ）　キャベツ根こぶ病診断・対策支援マニュア
ルに基づき、発病ポテンシャルのレベル分けを行う
ことで、そのレベルに応じたキャベツ根こぶ病管理
技術を選択できる。
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既刊行抜粋（最新号より70号）
467．沖縄県北部地域における特産果実の機能性に着目した高付加価値化のための利用技術の開発	 （20年	 3月）
468．BSE等動物プリオン病の制圧のための技術開発	 （21年	 3月）
469．人獣共通感染症の制圧のための技術開発	 （　　〃　）
470．安全・安心な畜産物生産技術の開発	

－抗生物質に依存しない減投薬飼養管理システムの構築－	 （　　〃　）
471．農林水産生態系における有害化学物質の総合管理技術の開発	 （　　〃　）
472．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発	－ゲノム育種技術の開発と実証－	 （21年	 2月）
473．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発	－QTL遺伝子解析の推進－	 （　　〃　）
474．ゲノム育種による効率的品種育成技術の開発	－多様性ゲノム解析研究－	 （　　〃　）
475．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－イネ・ゲノムの重要形質関連遺伝子の機能解明－	 （　　〃　）
476．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－遺伝地図とミュータントパネル利用型－	 （　　〃　）
477．有用遺伝子活用のための植物（イネ）・動物ゲノム研究

－イネ・ゲノムリソースセンターの整備－	 （　　〃　）
478．バイオマス生活創造構想事業に係る技術開発	 （　　〃　）
479．生物機能を活用した環境負荷低減技術の開発	 （21年12月）
480．イセエビの種苗生産技術の開発	 （22年	 2月）
481．アグリバイオ実用化・産業化研究	2007 ～ 2008年度	 （24年10月）
482．沖縄北部における農業・食品産業の振興に必要な果樹等の安定生産・高付加価値利用

技術の確立	 （23年	 7月）
483．地球温暖化が農林水産業に及ぼす影響評価と緩和及び適応技術の開発	 （　　〃　）
484．低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発　1系　野菜	 （25年	 1月）
485．低コストで質の良い加工・業務用農産物の安定供給技術の開発　2系		大豆，3系		畑作

物，4系	稲，5系	モデルコンソーシアム	 （　　〃　）
486．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　1系　自給飼料の生産量・質の画期的な

向上によるTDN増産技術の開発	 （　　〃　）
487．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　2系　自給飼料多給を基本とした効率的

な畜産物生産のための給与技術の開発	 （　　〃　）
488．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　3系　飼料自給率向上のための放牧技術

の開発	 （　　〃　）
489．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　4系　地域先導技術の実証・解析	 （　　〃　）
490．粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発　5系　

飼料用米の低コスト生産・調製・給与技術の開発	 （　　〃　）
491．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発安全性	 （　　〃　）
492．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発信頼性	 （　　〃　）
493．安全で信頼性、機能性が高い食品・農産物供給のための評価・管理技術の開発機能性	 （　　〃　）
494．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（eDNAプロジェクト）	 （　　〃　）
495．食品素材のナノスケール加工及び評価技術の開発	 （25年	 3月）
496．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

－動物ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－	 （　　〃　）
497．動物ゲノムを活用した新市場創出のための技術開発

－昆虫ゲノム情報を活用した新需要創造のための研究－	 （　　〃　）
498．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発①

（国産バイオマス燃料への利用に向けた資源作物の育成と低コスト栽培技術の開発）	 （26年	 3月）
499．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発②

（稲わら等の作物の未利用部分や資源作物・木質バイオマスを効率的にエタノール
等に変換する技術の開発）	 （　　〃　）

500．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発③
（バイオマス利用モデルの構築・実証・評価）　　	 （　　〃　）

501．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発④
（バイオマス・マテリアルの製造技術の開発）	 （　　〃　）

502．地域活性化のためのバイオマスの利用技術の開発⑤
（革新的なCO2高吸収バイオマスの利用技術、バイオ炭化水素製造技術及びバイオ
オイルの製造技術の開発）	 （　　〃　）

503．担い手の育成に資するIT等を活用した新しい生産システムの開発	 （　　〃　）
504．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

超低コスト作物生産技術の開発	 （　　〃　）
505．農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発	 （　　〃　）
506．農業に有用な生物多様性の指標及び評価手法の開発	 （　　〃　）
507．ウナギの種苗生産技術の開発	 （　　〃　）
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508．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発
－魚種交替の予測・利用技術の開発－	 （26年	 3月）

509．環境変動に伴う海洋生物大発生の予測・制御技術の開発
－クラゲ類の大発生予測・抑制技術の開発－	 （　　〃　）

510．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO領域－	 （　　〃　）
511．新農業展開ゲノムプロジェクト－重要性質領域－	 （　　〃　）
512．新農業展開ゲノムプロジェクト－QTL領域－	 （　　〃　）
513．新農業展開ゲノムプロジェクト－多様性領域－	 （　　〃　）
514．新農業展開ゲノムプロジェクト－他作物マーカー領域－	 （　　〃　）
515．新農業展開ゲノムプロジェクト－リソース領域－	 （　　〃　）
516．新農業展開ゲノムプロジェクト－マーカー育種領域－	 （　　〃　）
517．新農業展開ゲノムプロジェクト－GMO評価・管理領域－	 （　　〃　）
518．新農業展開ゲノムプロジェクト

－DREB遺伝子等を活用した環境ストレスに強い作物の開発－	 （　　〃　）
519．鳥インフルエンザ、口蹄疫等の効率的なリスク低減技術の開発	 （　　〃　）
520．牛海綿状脳症（BSE）の効率的なリスク低減技術の開発	 （　　〃　）
521．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発

［化学物質（第1編）］	 （　　〃　）
522．生産・流通・加工工程における体系的な危害要因の特性解明とリスク低減技術の開発

［かび毒・病原微生物（第2編）］	 （　　〃　）
523．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

－自給飼料の簡易・迅速品質評価技術の確立－	 （　　〃　）
524．自給飼料を基盤とした国産畜産物の高付加価値化技術の開発

－広域流通に向けた自給飼料の高品質化及び安定化技術の開発－	 （　　〃　）
525．農地・森林等の放射性物質の除去・低減技術の開発	 （　　〃　）
526．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

－有機農業の生産技術体系の確立－	 （　　〃　）
527．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－冬作物の高品質化に資する基盤技術の開発－	 （　　〃　）
528．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－土壌養水分制御技術を活用した水田高度化技術の開発－	 （　　〃　）
529．農林水産資源を活用した新需要創出プロジェクト	 （27年	 2月）
530．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－戦略作物等の省力・多収生産技術の開発－	 （　　〃　）
531．水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発

－冬期の水田活用を促進する高品質な冬作物品種の開発－	 （　　〃　）
532．野菜等の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発	 （　　〃　）
533．花きの光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発		 （　　〃　）
534．キノコの光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発	 （　　〃　）
535．害虫の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発		 （　　〃　）
536．有用水産生物の光応答メカニズムの解明及び高度利用技術の開発	 （　　〃　）

　AgriKnowledgeのホームページ（http://agriknowledge.affrc.go.jp/search/article/orglist/maff/project_2010）
において、研究成果（全文）をご覧いただけます。

研究成果第537集「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト
　　　　　　　　　　－土壌病害虫診断技術等の開発－」

Kenkyuseika537“	Technology	development	 for	circulatory	food	production	systems	responsive	to	climate	
change	-Development	of	a	new	soil-borne	disease	management:	health	checkup	based	
soil-borne	disease	management-”
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