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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 538 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－低投入型農業のた
めの生物農薬等新資材及びその利用技術の開発－」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。

微生物を利用して植物病害の防除を行う微生物農薬は、環境保全型農業の実現や IPM（総合的病害虫・
雑草管理）の推進に役立つものとして今後の普及が期待されている。しかし、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土壌伝染性病害に対しては、開発が遅れているのが現状である。

本研究は、ナス科作物の主要な土壌病害を対象に、発病を抑制する効果を持つ微生物の候補の選定、そ
れら微生物の圃場における防除効果の評価及び効果的な利用方法の開発等を実施し、これらの病害に有効な
新規微生物資材の開発に資することを目的とした。

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　微生物資材の候補選抜および有効処理法の

開発
　ナス科青枯病、トマト萎凋病及びトマト根腐萎凋
病の発病を抑制する候補菌株を選抜し、選抜菌の低
コストで実用的な処理法を開発する。また、植物に
誘導抵抗性を付与する新規微生物資材の開発に資す
るため、保有するアーバスキュラー菌根菌（AM 菌）
の菌株から、ナス科作物の苗において高い共生能を
示す菌株を選抜するとともに、大量増殖のための培
養条件等を明らかにする。さらに、選抜菌株の植物
病害抵抗性誘導活性を評価すると共に、抵抗性誘導
の分子基盤を明らかにする。

２　微生物資材の有効性評価
　ナス科青枯病、トマト萎凋病及びトマト根腐萎凋
病に対する候補菌株の各処理条件における発病抑制

効果を発病程度の異なる栽培圃場で評価するととも
に、選抜菌の処理による発病抑制効果（防除価）と
圃場の発病程度との関係を明らかにする。

３　土壌微生物相の解析と生物資材の有効活用
法の開発
PCR-DGGE 及びマイクロアレイ解析により、土

壌の種類や発病程度が異なる各試験圃場の土壌生物
性等の解析を行い、選抜菌株の抑制効果の変動に関
係性の高い生物性要因を解明するとともに、選抜菌
株の効果的な利用場面及び利用方法を利用マニュア
ルとしてとりまとめる。

Ⅴ　研究方法  
１　微生物資材の候補選抜および有効処理法の

開発
　トマト根腐萎凋病を抑制する候補菌株を選抜する
ために、農業環境技術研究所で保有する微生物イン
ベントリーのトマト生息細菌のうちの Bacillus 属細
菌（Paenibacillus 属を含む）の菌株、及び Bacillus 
thuringiensis 菌株の中から選抜するとともに、選抜
した菌株の土壌潅注処理及び茎葉散布による防除効
果等を調べるとともに、処理濃度等の効果的処理法
をポット試験により明らかにする。また、候補菌株
のトマト根部への定着能や発病抑制機構についても
解明する。トマト萎凋病を抑制する候補菌株を選抜
するために、Bacillus thuringiensis をはじめとする
東京農工大保存の Bacillus 属菌株及び上市の微生
物殺虫剤等の中から選抜するとともに、選抜した菌
株の土壌潅注処理及び茎葉散布による防除効果を調
べ、効果的処理法をポット試験により明らかにする。
ナス科作物青枯病を抑制する候補菌株を選抜するた
めに、Bacillus thuringiensis 菌株及び上市の微生物
殺虫剤の中から選抜するとともに、選抜した菌株の
土壌潅注処理及び茎葉散布による防除効果を調べ、
効果的処理法をポットの短期栽培試験及び長期栽培
試験により明らかにする。発病抑制に有用なアーバ
スキュラー菌根菌（AM）菌株を選抜するために、
トマトへ各種 AM 菌株を接種しそれらの感染状況
とトマトの生育への影響を解析する。また、選抜し
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た AM 菌胞子の増殖条件を、培土として多孔質資
材を用いた栽培等により解析する。有望菌株とし
て選抜された B. thuringiensis…菌株、Paecilomyces 
tenuipesと…Beauveria bassianaの培養産物を調製後、
トマト幼苗に処理し、その後各時期のトマト苗の各
部位から RNA を抽出し、防御関連遺伝子の発現解
析をノザン法及び DNA マイクロアレイ法により行
う。また、これら培養産物を処理したトマト苗にお
ける青枯病菌増殖への影響等も解析する。

２　微生物資材の有効性評価
　トマト萎凋病の発病抑制効果を明らかにするため
に、上記で選抜した各候補菌株を株元に灌注処理し
たトマト苗を本病の発生程度が異なる圃場へ定植
し、その後の発病推移及び抑制効果を複数年調べ、
その有効性を評価するとともに、栽培途中の候補菌
株の追加処理等の効果の持続を図る処理法の有効性
についても同様に評価する。また、防除効果を高め
るための補完技術として土壌改良資材及びカルシウ
ム資材の有効性を検討する。トマト青枯病及び根腐
萎凋病の発病抑制効果を明らかにするために、上記
で選抜した各候補菌株を株元に灌注処理したトマト
苗を本病の発生程度が異なる兵庫県内の圃場、青枯

病についてはさらに山形県内の圃場にも定植し、そ
の後の発病推移及び抑制効果を複数年調べ、その有
効性を評価するとともに、栽培途中の候補菌株の追
加処理等の効果の持続を図る処理法の有効性につい
ても同様に評価する。ナス青枯病に対する発病抑制
効果を明らかにするために、上記で選抜した各候補
菌株を株元に灌注処理したナス苗を本病の発生程度
が異なる圃場へ定植し、その後の発病推移及び抑制
効果を複数年調べ、その有効性を評価するとともに、
栽培途中の候補菌株の追加処理等の効果の持続を図
る処理法の有効性についても同様に評価する。

３　土壌微生物相の解析と生物資材の有効活用
法の開発

　上記の各試験圃場の定植前の土壌を毎年採取し、
各土壌から「PCR-DGGE…による土壌細菌・糸状菌
相解析法」（農業環境技術研究所作成）に準じて
DNA 抽出後、PCR-DGGE 法に基づく土壌糸状菌相
及び細菌相解析、マイクロアレイによる土壌細菌相
の解析を行い、これら解析結果に基づく土壌生物性
と各病害発生圃場の発病状況との関連性を明らかに
するとともに、選抜した候補菌株の処理の効果の変
動に関係性の高い生物性要因を明らかにする。

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…　微生物資材の候補選抜および有効処
理法の開発

（1…）トマト根腐萎凋病を抑制する候補菌
の選抜および有効処理法の開発

（2…）トマト萎凋病を抑制する候補菌の選
抜および有効処理法の開発

（3…）ナス科作物青枯病を抑制する候補菌
の選抜および有効処理法の開発

（独）農業環境技術
研究所

東京農工大学

岐阜大学

生物生態機能研究領
域・農業環境インベ
ントリーセンター
大学院農学研究院、
農学部応用生物科学
科、植物病理学研究
室
応用生物科学部、植
物病理学研究室
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（4…）PGPR/PGPF 混合接種用菌根菌の選
抜および資材の開発

（5）微生物資材の誘導抵抗性の活性評価

２　微生物資材の有効性評価
（1…）選抜された微生物資材のトマト圃場

における有効性の評価
（2…）選抜された微生物資材のトマト病害

多発圃場における有効性の評価
　１）トマト根腐萎凋病対象試験
　２）トマト青枯病対象試験

（3…）選抜された微生物資材のナス圃場に
おける有効性の評価

（4…）選抜された微生物資材の寒冷地トマ
ト圃場における有効性の評価

３…　土壌微生物相の解析と生物資材の有
効活用法の開発

（1…）PCR-DGGE による土壌微生物相の解
析と資材の有効活用法の開発

（2…）土壌微生物相解析用 DNA マイクロ
アレイの作成と土壌微生物相の解析

東北大学

東北大学

奈良県農業研究開発
センター
兵庫県立農林水産技
術総合センター

埼玉県農林総合研究
センター
山形県農業総合研究
センター園芸試験場

（独）農業環境技術
研究所

九州大学

大学院農学研究科、
附属複合生態フィー
ルド教育研究センタ
ー
大学院農学研究科

基盤技術科、病害虫
防除ユニット
環境・病害虫部

病害虫防除技術担当

園芸環境部

生物生態機能研究領
域・農業環境インベ
ントリーセンター
大学院農学研究院、
遺伝子制御学研究分
野

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合せて表示してある。
（例：1－（1）－1）の課題の 1 番目の図の場合は、図 111-1 と表示）

Ⅵ　研究結果　
１　微生物資材の候補選抜および有効処理法の

開発
　トマト根腐萎凋病に対する発病抑制候補菌株と
して、農業環境技術研究所の微生物インベントリ
ーの中から、Paenibacillus 属細菌 2 菌株（12HD2
株、42NP7 株）を選抜した。特に強い活性を示し
た 42NP7 株については、その発病抑制効果が菌根

菌（Glomus mosseae）との併用処理で高まること
を明らかにするとともに、それらの効果的な処理条
件を明らかにした。また、12HD2 株及び 42NP7 株
は、トマト根部に定着し、植物体で PR タンパク質
等の蓄積により全身的な病害抵抗性が誘導されるこ
とや、根部で抗菌成分が蓄積されることにより発病
が抑制される可能性を明らかにした。
　トマト萎凋病に対し発病抑制効果を示す菌株と
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し て、B. thuringiensis…serovar… fukuokaensis…B88-
82 株（ 以 下 B88-82 株 ）、B. thuringiensis…serovar…
sotto…RG1-6（以下RG1-6株）等を選抜した。すなわち、
これらの菌株の菌体液をトマト苗の株元に灌注処理
することで、有意に本病が抑制され、RG1-6 株の苗
の葉面への散布によっても抑制効果があることを明
らかにした。さらに、カルシウム資材等と併用する
ことによって、萎凋病発病抑制効果を増強できるこ
とを見いだした。一方、これら菌株の種子処理によ
る萎凋病発病抑制効果は認められなかった。また、
これら両菌株の萎凋病発病抑制効果のメカニズムと
して、トマトの病害抵抗性の誘導に基づいている可
能性を明らかにした。

ナス科作物青枯病に対し発病抑制効果を示す菌
株として、B88-82 株、RG1-6 株及び複数の上市微
生物殺虫剤を選抜した。これらの選抜菌株は、青枯
病菌に感染する前のポット苗の土壌潅注処理と茎葉
散布処理の両方で青枯病を抑制するとともに、それ
らの 7 日ないしは 14 日間隔での追加処理により、
安定的な防除効果が得られる可能性が示唆された。

発 病 抑 制 に 有 用 な AM 菌 株 を 選 抜 す る た め
に、トマトに対する各菌株の比較接種試験を行
った結果、供試菌株の中では、Claroideoglomus 
etunicatum、Rhizophagus clarus が再現性よく比較
的高い感染率を示し、可給態リン濃度水準が高い培
土中でも 10％程度の感染率を示し、トマト育苗へ
の接種に有望と考えられた。C. etunicatum の胞子
の効率的大量増殖のために、種々の多孔質培土につ
いて検討を加え、桐生砂、バーミキュライト、芝の
目土で効率よい胞子数の増加が得られた。芝の目土
は Funnelformis mosseae…（=…Glomus mosseae） の
増殖にも適した培地であった。リン酸吸収係数が高
く、一方で宿主となる植物の生育を旺盛に保つ資材

（芝の目土等）が胞子増殖には有効であると考えら
れた。
　有望菌株として選抜された B. thuringiensis…菌株
の培養産物を根部に処理したトマトでは、主根、茎、
葉において病害抵抗性関連遺伝子（LePR-1）の明
瞭な発現上昇が認められたが、側根では同遺伝子の
発現が検出されなかったこと、また処理 10 日後で
も同遺伝子の発現は葉において上昇していたことか
ら、B. thuringiensis…菌株の培養産物によってトマ
トは病害抵抗性が誘導され、その誘導は側根を除く

植物体全身で少なくとも約 1 週間程度持続的に起き
ることが確認された。また、培養産物に含まれる誘
導因子は、熱に安定でタンパク質分解酵素に耐性の
物質であることも明らかにした。青枯病抑制効果
が確認された B. thuringiensis…菌株、Paecilomyces 
tenuipes と…Beauveria bassiana の培養産物を処理し
たトマトの主根では、サリチル酸（SA）シグナル
とエチレン（ET）シグナル伝達系の活性化とジャ
スモン酸（JA）シグナル伝達系の抑制が誘導され
ると同時に、青枯病菌の増殖が抑制されることが明
らかになった。　

２　微生物資材の有効性評価
　数種微生物株のトマト萎凋病に対する圃場レベル
の防除効果を複数年評価した結果、B88-82 株が有
望であることが明らかとなった。B88-82 株の株元
かん注処理と転炉スラグの土壌混和による併用処理
は、それぞれの単用処理と比較して防除効果が高ま
ることから、相乗効果があることが分かった。この
ことから、転炉スラグの土壌混和は、微生物資材の
補完技術として有望であると考えられた。また、ト
マト萎凋病の発病程度と微生物資材の防除価とは負
の相関が認められ、無処理の発病度が高くなるに従
って、防除価が低下する傾向が確認された。

トマト青枯病に対する選抜候補株（RG1-6 株）の
発病抑制効果を兵庫県及び山形県の発病圃場におい
て複数年検討した結果、いずれの圃場でも Bacillus 
thuringiensis　sotto…RG1-6 株 及 び Paecilomyces 
tenuipes 製剤の定植前及び定植後 14 日毎の灌注処
理が有効であった。また、山形県においては、上記
製剤の茎葉散布処理では、甚発生及び多発生の圃場
条件下において十分な防除効果は確認されなかっ
た。

ナス青枯病に対する選抜候補株（B88-82 株）の
発病抑制効果を発病圃場において複数年検討した結
果、定植 5 日前と定植後 14 日毎の灌注処理で発病
を抑制する傾向が認められた。また、Pecilomyces 
tenuipes 製剤も同様に定植 5 日前と定植後 14 日毎
の計 4 回接種はナス青枯病を抑制する傾向が確認さ
れた。
ト マ ト 根 腐 萎 凋 病 に 対 す る 選 抜 候 補 株

（Paenibacillus…sp.…42NP7 株）等の発病抑制効果
を発病圃場において複数年検討した結果、抑制効
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果が認められ、さらに本菌株の抑制効果は菌根菌
（Glomus mosseae）との併用処理により増強される
ことを明らかにした。

３　土壌微生物相の解析と生物資材の有効活用
法の開発

　各試験圃場の土壌で栽培された作物の病害発生
程度と関連性のある PCR-DGGE に基づく生物性
要因（微生物多様性指数等）を調べた。その結果、
トマト青枯病に対する RG1-6 株処理、トマト萎凋
病に対する B88-82 株処理において、定植前の土
壌細菌多様性程度と発病程度に負の関連性があ
ることを明らかにし、マイクロアレイ解析でも、
ほぼ同様の関係性が認められた。このことから、
これら微生物株の防除効果は、定植前の土壌細
菌の多様性程度によって影響を受ける可能性を
明らかにした。また、各課題の 3 年間の成果を基
に、RG1-6株、…B88-82株、…Pecilomyces tenuipes製剤、
Paenibacillus…sp.…42NP7 株及び G.mosseae の併用
処理の四つを生物防除資材開発のための選抜菌株と
して、これらの選抜株の今後の更なる実証試験に役
立てるために、各課題で行った処理条件の検討結果、
圃場での実証試験方法及び結果、発病抑制メカニズ
ム等を取りまとめた「ナス科作物の土壌病害に対
する Bacillus 属等微生物の効果的活用マニュアル」
を作成した。

Ⅶ　今後の課題　
１　微生物資材の候補選抜および有効処理法の

開発
　本研究により、病害毎に抑制効果を示す菌株
を選抜できたが、トマトやナスは栽培期間が数か
月に及ぶため、抑制効果をより長期間持続させる工
夫が必要となる。例えば、青枯病菌に対して有効
であった菌株については、7 日ないしは 14 日間隔
での追加処理により、安定的な防除効果が得られる
可能性が明らかになったが、さらに効果が持続され
る処理条件をより詳細に検討する必要がある。ま
た、有効微生物の活性を増強する添加物（プレバイ
オティクス）の探索等も必要であり、各選抜菌株の
トマトうどんこ病やかいよう病等のその他の重要病
害の地上部病害に対する防除効果も検討する必要が
ある。

AM 菌株については、トマト根腐萎凋病では明
らかにできたものの、それ以外の病害に対して、今
回選抜した AM 菌株と選抜微生物株とを共接種し
た場合の病害抑制効果を調べる必要がある。また、
AM 菌株のより効率的な大量増殖法や、肥培管理及
び栽培条件の最適化が必要である。
　微生物株の誘導抵抗性の活性評価では、昆虫病原
微生物資材の青枯病抑制におけるそれらタンパク質
の機能解析、同タンパク質コード遺伝子の青枯病抑
制マーカーとしての利用検討の可能性、トマト植物
体に同タンパク質を高蓄積させることによる青枯病
防除の可否と高蓄積を誘導する微生物資材の処理条
件の検討、等が課題としてあげられる。
　
２　微生物資材の有効性評価
　選抜された数種微生物株の各病害発生圃場におけ
る防除効果を確認したが、最終的な農薬登録のため
には、これらの製剤化技術の開発が必要であり、加
えて製剤化資材としての有効性を圃場試験で確認す
る必要がある。この場合、その有効性評価は、様々
な地域 ･ 作型や土壌タイプで確認する必要がある。

また、ナス等の露地栽培では、降雨の影響等に
より土壌水分が高い条件となる場合では発病しやす
い条件となるため、こうした条件下でも効果が発揮
できる処理方法の開発が必要である。

さらに、トマト青枯病菌に対する RG1-6 株及び
Pecilomyces tenuipes 製剤の処理に当たっては、定
植後の追加灌注で効果が認められたが、生産規模が
大きい場合は実施が困難である。そのため、灌水設
備を利用した菌液（薬液）処理等、実用場面を想定
した処理方法の有効性についての更なる検討が必要
である。

３　土壌微生物相の解析と生物資材の有効活用
法の開発

　PCR-DGGE 解析では、今回確認された各病害に
おける定植前土壌の細菌の多様性と発病程度度の関
係について、他圃場、土壌タイプでも再現性を確認
し、微生物製剤使用の判断等への活用の可能性を評
価する必要がある。
　また、マイクロアレイ解析については、今回はス
ライドガラス基板を用いた従来型の DNA マイクロ
アレイシステムを使用したが、現場対応型にするた
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めに、より簡便で低コスト DNA マイクロアレイシ
ステム、もしくは、これに代わる解析システムの構
築が必要である。また、多種類の微生物を捉える
DNA マイクロアレイによるデータをより有効に活
用するための多様性指数などの算出アルゴリズムの
開発が必要であり、それにより、土壌診断などへの
応用が可能になると思われる。

Ⅷ　研究発表  
… 1）…浅野峻介・平山喜彦…（2013）…Bacillus 属細菌とカ

ルシウム資材の併用処理によるトマト萎凋病の防
除効果．第 9 回フザリウム研究会 .　p.27.

… 2）…浅野峻介・平山喜彦・有江力・百町満朗・吉田
重信…（2013）…Bacillus 属菌およびカルシウム資材
によるトマト萎凋病防除効果．日植病報　79（3）…:…
201.

… 3）…荒川竜行・西村光由・小嶋博樹・浅野眞一郎・
百町満朗（2011）…Bacillus thuringiensis によるト
マト青枯病の生物防除．日植病報…77（1）:…72.…

… 4）荒川竜行・西村光由・小嶋博樹・浅野眞一郎・
百町満朗（2011）…Bacillus thuringiensis によるト
マト青枯病の生物防除機構の解析．日植病報…77

（3）：252-253．
… 5）…有江力…（2014）…微生物殺菌剤の現状とブレーク

スルーに向けて….…第 18 回農薬相模セミナー講演.
… 6）…中馬弥輝・西野沙希・山田麻貴・岩崎昌美・吉

田重信・對馬誠也・平山善彦・寺岡徹・有江力…
（2013）…ナス科植物土壌病害の生物防除に関する
研究 .…第９回フザリウム研究会 .…p.55.

… 7）…Elsharkawy,…M.M.,… Shimizu,…M.,…Takahashi,…
H.… and…Hyakumachi,…M.…（2012）… Induction… of…
systemic…resistance… in…Arabidopsis…and…tobacco…
plants… against… Cucumber mosaic virus… by…
Penicillium simplicissimum…GP17-2.…Plant…Pathol.…
61（5）:…964-976.

… 8）…後藤新一・安藤隆之・吉田重信・百町満朗（2014）…
Bacillus thuringiensis および数種微生物資材によ
るトマト青枯病防除効果．日植病報　80（1）:…67.

… 9）…Hyakumachi…M.,…Nishimura…M.,…Arakawa…T.,…
Asano…S.,…Yoshida…S.,…Tsushima…S.…and…Takahashi…
H.…（2013）…Bacillus thuringiensis… suppresses…
bacterial… wilt… disease… caused… by… Ralstonia 
solanacearum…with…systemic…induction…of…defense-

related…gene… expression… in… tomato.…Microbes…
Environ.…28（1）:…128-134.…

10）…岩本豊・松浦克成・佐藤育男・吉田重信・對馬
誠也・相野公孝（2013）Paenibacillus 属細菌のト
マト根腐萎凋病に対するほ場における防除効果．
関西病虫害研究会報 55…:…66-69.

11）…Kato…A.,…Miyake…T.,…Nishigata…K.,…Tateishi…H.,…
Teraoka…T.…and…Arie…T.…（2011）…Use…of…fluorescent…
proteins… to…visualize… interactions…between… the…
Bakanae…disease…pathogen…Gibberella fujikuroi 
and…the…biocontrol…agent…Talaromyces…sp.…KNB-
422.…J.…Gen.…Plant…Pathol.…78（1）:…54-61.

12）…中谷麻衣・西村光由・百町満朗…（2011）…Pichia 
sp.…TA-2 による各種植物病害の発病抑制 .…日植病
報…77（3）:…261．…

13）…中谷麻衣・西村光由・百町満朗…（2012）…Bacillus 
thuringiensis　CR-371 お よ び Streptomyces 
avermitilis…NBRC14893 によるトマト青枯病の発
病抑制．日植病報…78（1）:…53.

14）…西村光由・荒川竜行・小嶋博樹・都築佳大・百町
満朗　（2011）…植物内生 Bacillus subtilis…MWO-t1
によるトマト青枯病の生物防除機構．日植病報…77

（3）:…253．
15）…西野沙希・岩崎昌美・吉田重信・對馬誠也・平山

喜彦・百町満朗・寺岡徹・有江力…（2013）…Bacillus 
thuringiensis によるトマト萎凋病生物防除の可能
性 .　日本農薬学会第 38 回大会講演要旨集…p.112.

16）…西野沙希・岩崎昌美・吉田重信・對馬誠也・平山
喜彦・百町満朗・寺岡徹・有江力…（2013）…トマト萎
凋病の発病を抑制する…Bacillus thuringiensis…を
含む生物防除用微生物の選抜.…日植病報　79（3）:…
200.

17）…齋藤雅典…（2014）…アーバスキュラー菌根菌接種
技術の可能性．日草誌…59（4）:…274-276.

18）…Saldajeno　M.G.B.…and…Hyakumachi…M.…（2011）…
The…plant…growth-promoting… fungus…Fusarium 
equiseti…and…the…arbuscular…mycorrhizal… fungus…
Glomus mosseae… stimulate… plant… growth… and…
reduce… severity… of… anthracnose… and…damping-
off… diseases… in… cucumber…（Cucumis sativus）…
seedlings.…Ann.…Appl.…Biol.…159（1）:…28-40.

19）…Saldajeno…M.G.B.,… Ito…M.…and…Hyakumachi,…M.…
（2012）…Interaction…between… the…plant…growth-

─ 6 ─



promoting… fungus…Phoma… sp.… GS8-2… and… the…
arbuscular…mycorrhizal…fungus…Glomus mosseae:…
impact… on… biocontrol… of… soil-borne… diseases,…
microbial…population,…and…plant…growth.……Austral.…
Plant…Pathol.…41（3）:…271-281.

20）…佐藤育男・吉田重信・岩本豊・相野公孝・百町
満朗・清水将文・高橋英樹・安藤杉尋・對馬誠
也…（2012）…トマト葉圏から分離された Bacillus 属
細菌の根腐萎凋病の発病抑制効果．日植病報　78

（3）:…248.
21）…Sato… I.,… Yoshida… S.,… Iwamoto…Y.,…Aino…M.,…

Hyakumachi… S.,… Shimizu…M.… and…Tsushima…S.…
（2012）…Suppression…of…crown…and…root…rot…disease…
of… tomato…by…Bacillus…and…Paenibacillus… isolates…
obtained…from…tomato…phyllosphere.…平成 24 年度
日本微生物生態学会講演要旨集…p.173.

22）…Sato… I.,… Yoshida… S.,… Iwamoto…Y.,…Aino…M.,…
Hyakumachi…M.,…Shimizu…M.,…Takahashi…H.,…Ando…
S.… and…Tsushima…S.…（2012）…Two…Paenibacillus 
isolates… obtained… from… tomato… phyllosphere…
suppress…crown…and…root…rot…disease…of… tomato.…
FFTC-TUA…International…Seminar…（Program…and…
Papers）.…p.205.

23）…佐藤育男・吉田重信・岩本豊・相野公孝・百町
満朗・清水将文・高橋英樹・安藤杉尋・對馬誠也…

（2013）トマト葉圏由来 Paenibacillus…属菌株によ
るトマト根腐萎凋病の発病抑制機構.…日植病報…79

（3）:…231.
24）…佐藤育男・吉田重信・對馬誠也…（2013）…トマト根

腐萎凋病の抑制細菌 Paenibacillus…sp.…42NP7 株の
キシラン分解酵素の生産および精製．平成 25 年度
日本微生物生態学会大会要旨集…p.144.

25）…Sato… I.,… Yoshida… S.,… Iwamoto…Y.,…Aino…M.,…
Hyakumachi…M.,…Shimizu…M.,…Takahashi…H.,…Ando…
S.…and…Tsushima…S.…（2014）…Suppressive…potential…
of…Paenibacillus…strains…isolated…from…the…tomato…
phyllosphere…against…Fusarium…crown…and…root…
rot…of…tomato.…Microbes…Environ.…29（2）:…168-177.

26）…清水利規・宇野亨・田島亮介・伊藤豊彰・齋藤
雅典…（2012）…トマト苗に高い共生能を示すアーバ
スキュラー菌根菌の選抜 .…土と微生物 66（2）:…85.

27）…清水利規・宇野亨・田島亮介・伊藤豊彰・齋藤
雅典…（2013）…培土の違いがアーバスキュラー菌根

菌Claroideoglomus etunicatumの胞子増殖に及ぼ
す影響．菌根研究会 2013 年大会講演要旨集　O10.

28）…高橋英樹・安藤杉尋・清水将文・百町満朗・岩
本…豊・相野公孝・松浦克成・浅野峻介・平山喜
彦・對馬誠也・吉田重信（2014）…昆虫病原性糸状菌
Paecilomyces tenuipes および Beauveria bassiana
の培養濾液を施用したトマトにおける青枯病抑制
効果と防御応答遺伝子発現の解析 .…日植病報　80

（1）:…66.
29）高橋英樹・荒川竜行・西村光由・安藤杉尋・

吉田重信・對馬誠也・百町満朗…（2012）…Bacillus 
thuringiensis…subsp.… sotto…を施用したトマトにお
ける防御関連遺伝子の発現解析．日植病報…78（1）:…
70.

30）… 高橋英樹・荒川竜行・西村光由・安藤杉尋・
吉田重信・對馬誠也・百町満朗…（2013）…Bacillus 
thuringiensis…subsp.… sotto…を施用したトマトの各
組織におけるPR-1遺伝子発現の比較解析.…日植病
報…79（1）:…25.

31）Takahashi…H.,…Nakaho…K.,… Ishihara…T.,…Ando…
S.,…Wada…T.,…Kanayama…Y.,…Asano…S.,…Yoshida…
S.,… Tsushima… S.and…Hyakumachi,…M.…（2014）…
Transcriptional…profile…of…tomato…roots…exhibiting…
Bacillus thuringiensis-induced… resistance… to…
Ralstonia solanacearum.…Plant…Cell…Rep.…33（1）:…
99-110.

32）…對馬誠也…（2011）…病害対象生物農薬開発の現状．
農林水産技術研究ジャーナル　34（11）:…1-7.

33）都築佳大・西村光由・清水将文 ･ 小川博之・百町
満朗…（2012）…Bacillus amyloliquefaciens…MWO-t1
のリンゴ酸への走化性、シロイヌナズナ根へのバ
イオフィルム形成および全身的抵抗性誘導．日植
病報…78（1）:…50.

34）…和田拓己・安藤杉尋・吉田重信・對馬誠也・百
町満郎・高橋英樹…（2014）…Bacillus thuringiensis…
を施用したトマト主根と側根組織における青枯病
細菌の分布と網羅的遺伝子発現解析．日植病報…80

（1）:…67.
35）…山田麻貴・柏毅・寺岡徹・有江力…（2013）…非病原

力遺伝子 AVR1 はトマト萎凋病防除に応用でき
るか？…第９回フザリウム研究会 .…p.53.…

36）…吉田重信…（2012）…低投入型農業のための生物農
薬等新資材及びその利用技術の開発．気候変動に

─ 7 ─



対応した循環型食料生産等の確立のための技術開
発」研究成果発表会要旨集…p.130.

37）…吉田重信…（2012）…バチルス属細菌で植物の病害
抵抗性を高め土壌病害を防ぐ．…「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」
研究成果発表会要旨集…p.131.

38）… Yoshida… S.…（2012）… Current… progress… and…
perspectives… on…development… of… biopesticides…
against…soil-borne…plant…diseases.…平成24年度日本
微生物生態学会講演要旨集…p.72

39）…Yoshida…S.,…Takahashi…H.,…Nakaho…K.,… Ishihara…
T.,…Ando…S.,…Kanayama…Y.,…Tsushima…S.,…Asano…
S.… and…Hyakumachi…M.…（2013）…Transcriptional…
profile… of… tomato… roots… exhibiting… Bacillus 
thuringiensis-induced… resistance… to…Ralstonia 
solanacearum,…IOBC-WPRS…Bulletin…89:…73-77.

40）…Yoshida…S.… and…Tsushima…S.…（2012）…Outline…
of… MAFF… project… on… development… of… new…
biopesticides…and…methods… for…their…applications…
toward… low… input … farming . … FFTC-TUA…
International…Seminar…（Program…and…Papers）.…
p.206.

41）…吉田重信・對馬誠也…（2013）…植物病害に対する微
生物農薬の研究開発における課題と展望．化学と
生物　51（8）:…541-547.

Ⅸ　研究担当者　
１　微生物資材の候補選抜および有効処理法の

開発
独立行政法人　農業環境技術研究所
　吉田重信＊、對馬誠也、佐藤育男
国立大学法人東京農工大学
　有江　力＊

国立大学法人岐阜大学
　百町満朗＊、清水将文
国立大学法人東北大学
　齋藤雅典＊、高橋英樹＊、安藤杉尋

２　微生物資材の有効性評価
奈良県農業研究開発センター

平山喜彦＊、浅野峻介、玉田勝也
兵庫県立農林水産技術総合センター
　岩本　豊＊、相野公孝、松浦克成

埼玉県農林総合研究センター
　庄司俊彦＊、植竹恒夫、宇賀博之
山形県農業総合研究センター園芸試験場
　後藤新一＊、安藤隆之

３　土壌微生物相の解析と生物資材の有効活用
法の開発

独立行政法人　農業環境技術研究所
　吉田重信＊、對馬誠也
国立大学法人九州大学　

久原　哲、田代康介＊

（＊執筆者）

Ⅹ　取りまとめ責任者あとがき
微生物を利用した植物病害の防除は生物的防除

と呼ばれ、そうした働きを持つ微生物の幾つかは微
生物農薬として上市されています。微生物農薬は環
境保全型農業の実現や IPM（総合的病害虫・雑草
管理：Integrated…Pest…Management）の推進に役
立つものとして、今後更に普及が期待されていま
す。しかし、一般に防除が困難とされ、多くの現場
での被害が深刻となっている土壌伝染性病害に対し
ては、開発が遅れているのが現状です。そうした状
況の下、我々は、本プロジェクト研究において、生
産地で深刻な被害をもたらし、防除が困難とされる
トマト及びナスの青枯病、トマト萎凋病及び根腐萎
凋病を対象に、将来的に新たな微生物農薬として利
用可能な微生物株を選抜し、その効果的な処理法を
開発することを目標に取り組んできました。こうし
た目標を円滑に達成するために、我々は、プロジェ
クト研究開始当初に以下に示す三つの大きな研究戦
略を掲げ、それに基づく研究開発を行いました。す
なわち、一つ目の研究戦略として、微生物株の選抜
については、従来の多くの微生物農薬の作用機作で
ある病原菌に対する養分競合作用や抗生作用が膨大
な数の微生物や夾雑物が存在する土壌では働きにく
いと考えられたことと、植物の抵抗性誘導に基づく
発病抑制が土壌病害に対しては比較的安定的に作用
すると考えられたことから、「植物の抵抗力を高度
に発揮させうる新たな微生物」を見出すことを目指
しました。二つ目は、「低コストの製剤開発に繋が
りうる微生物」を主たる選抜対象のターゲットにし
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たことです。これまでは、高い防除効果を示す微生
物を選抜できても、製造コストが制限要因となり、
結果的に製品化に至らない事例が多くありました。
そこで、製造コストに直結する微生物の増殖性と保
存性の優れた性質を持つものに着眼して開発するこ
とを目指しました。具体的には、これらの点で優れ
た性質を持つ Bacillus 属細菌を微生物の選抜対象
の中心に位置づけました。三つ目の研究戦略として
は、選抜した微生物の「効果が期待できる利用場面」
を提示できるようにすることを目指しました。微生
物農薬は必ずしも万能ではなく、効果が期待できる
利用場面と期待できない利用場面があります。微生
物農薬の効果の信頼性向上と利用拡大を図るために
は、効果が期待できる利用場面を明らかにし、その
利用場面での使用を徹底することで、効果の安定性
を確保することが大切です。
　以上の戦略に基づき研究を実施した結果、上記
の各種土壌病害に対して微生物殺虫剤として既に
多数利用されている Bacillus thuringiensis 等の微
生物が効果的であることを明らかにしました。す
なわち、Bacillus thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6
株、Bacillus thuringiensis… serovar… fukuokaensis 
B88-82 株 や 既 上 市 Paecilomyces 製 剤、 さ ら に

Paenibacillus…sp.…42NP7 株 と 菌 根 菌（Glomus 
mosseae）資材の併用処理等が、上記ナス科作物の
土壌病害に対する微生物農薬として有望であること
を明らかにしました。しかし、本プロジェクト研究
の中で実施したこれら微生物の効果の検討事例はま
だ限られています。今後、選抜した微生物株が微生
物農薬として開発されるためには、より多くの地域
や作型での適用性や効果の実証が必要であり、プロ
ジェクトで開発した利用マニュアルや本研究成果シ
リーズが、こうした今後の実証試験や残された課題
に取り組む際に活用され、これら選抜微生物株を活
用した微生物製剤の開発が、より一層加速化される
ことを期待します。
　最後に、本プロジェクト研究の推進にあたり、外
部評価委員として、また学識経験者として多くの貴
重なご助言とご指導をいただいた秋田県立大学生物
資源科学部教授の古屋廣光先生、住友化学（株）ア
グロ事業部技術顧問の牧野孝宏先生に深甚なる謝意
を表するとともに、貴重な研究材料の提供を頂いた
出光興産（株）、住友化学（株）に厚く御礼申し上
げます。

（推進リーダー：吉田　重信）
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　ア　研究目的
　トマト根腐萎凋病は､ 我が国の特に西日本地域
におけるトマト施設栽培において発生し、経済的
被害が大きい主要な土壌病害として知られてい
る（岩本・相野）4）。本病の病原菌は Fusarium 
oxysporum…f.…sp.…radicis- lycopersici であり、根の褐
変腐敗を引き起こし、激発苗では枯死を引き起こ
す。本病に対する防除は、化学的防除や耕種的防除
が主に行われているが、微生物を用いた生物的防除
法がとしては、国内では Pseudomonas fluorescens…
FPH9601…の発病抑制効果が知られているが、現在、
当該生物農薬の販売は行われておらず、より多種の
微生物株の開発が必要である。そこで、本課題で
は、本病に対する新規微生物資材の開発に資するた
め、農業環境技術研究所で保有する植物生息微生物
群の中の Bacillus 属細菌株や菌根菌等から候補菌
株を選抜するとともに、選抜菌の有効な処理条件、
さらにはその発病抑制機構を明らかにすることを目
的に研究を行った。

　イ　研究方法
　（ア）　トマト根腐萎凋病を抑制する候補菌株の選
抜
　　 ａ　 供 試 菌 株： 当 研 究 所 の 微 生 物 イ ン ベ
ン ト リ ー で 保 有 す る ト マ ト 生 息 Bacillus 属

（Paenibacillus 属を含む）細菌の計 24 菌株及び
出光興産（株）より分譲された菌根菌（Glomus 
mosseae）供試した。
　　ｂ　供試菌株及び根腐萎凋病菌の接種源の調
製：供試した細菌株については、R2A 液体培地
等で振とう培養後に洗浄して得られた菌体懸濁
液（OD=…約 0.5）を調製した。菌根菌については、
ニッピ育苗培土に重量比 0.25-2％割合で混合しセル
トレイに詰めた。根腐萎凋病菌については、For6-3
株 PD 液体培地で常法により培養後に得られた
bud-cell 懸濁液（107…cells/ml）を接種源とした。

　　ｃ　セル苗を用いた抑制試験：品種ハウス桃太
郎の種子をニッピ育苗培土または上記菌根菌含有
培土を充填した 128 穴セルトレイに播種後、3 週間
育成した苗に、各細菌の菌体懸濁液を 5ml ずつ灌
注した。灌注 2 日後の各苗に、For6-3 株の bud-cell
懸濁液をセル苗当たり 15ml 灌注接種した。１処理
区当たり 6 ～ 8 苗を用いた。接種後は温室内で約 1
か月保持後、既報（岩本・相野）4）の方法に準じ、
根部の腐敗程度を 6 段階（0：健全、1：根がわずか
に褐変・腐敗、2：根の 1/4 程度が褐変・腐敗、3：
根の 1/4-1/2 が褐変・腐敗、4：根の 1/2-3/4 が褐
変・腐敗、5：根全体が褐変・腐敗）で評価後、発
病度を算出し、無処理苗の発病度との比較により各
供試菌株の発病抑制活性を評価した。
　　ｄ　ポット苗を用いた抑制試験 :…For6-3 株を土
フスマ培地で生育させた培養物を供試土（クレハ園
芸培土：黒ボク土＝ 1：1）に 5…×…106…CFU/g 土と
なるように混合し、汚染土壌を作製し、直径 9cm
のビニルポットに充填した。これらポットに上記の
各細菌懸濁液を灌注したセル苗を移植し、移植後は
上述と同様に 1 か月後の根部の腐敗程度の調査によ
り、発病抑制活性を評価した。
　（イ）　候補菌株の処理条件の検討
　　ａ　処理濃度、処理量（回数）、処理時期の検
討：上記のセル苗試験、ポット苗試験により選抜し
た菌株及び菌根菌（G. mosseae）について、それ
らの処理濃度、処理量（回数）、処理時期の違いに
よる効果を検討した。すなわち、Paenibacillus sp.…
42NP7 株を選抜し、処理濃度の検討では菌体懸濁
液の OD600 値を 0.1、0.3、0.5 に変えて処理したポッ
ト苗で、G. mosseae ではその混合割合を 1、2、4％

（w/w）に変えて作成したニッピ培土で育成したセ
ル苗で検討した。42NP7 株の追加処理の検討では、
ポット苗に対し、移植後 10 日毎に処理した場合の
効果を調べた。また、42NP-7 株と G. mosseae の各
単独処理と併用処理による効果の違いについても

第１編 　微生物資材の候補選抜および有効処理法の開発

第１章 　トマト根腐萎凋病を抑制する候補菌の選抜および有効処理法
の開発
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ポット苗で検討した。さらに、42NP-7 株の処理時
期を変えた場合の抑制効果の違いについても検討し
た。
　（ウ）　候補菌株の抑制機構の解明
　　ａ　トマト根部での定着性の検討：42NP7 株
の抗生物質耐性株を作出し、セル苗の根に処理後、
経時的に回収し、同上抗生物質添加培地上で再分離
することで、本菌の定着性を確認した。
　　ｂ　全身的病害抵抗性の活性化の検討：各菌株
を処理したセル苗の葉と根部から RNA を抽出し、
全身的病害抵抗性に関連するとされる SA 関連遺伝
子（PR1、PR5）、JA/ET 関連遺伝子（PR3、PR6）
の発現解析を RT-PCR により行った。さらに、G. 
mosseae と併用処理をした場合の発現程度の変化も
調べた。
　　ｃ　根部での抗菌成分の生成蓄積の可能性の検
討：42NP-7 株及び G. mosseae を処理したポット苗
の根部のアセトン抽出液を For6-3 株及び感受性菌
としてクワ炭疽病菌の菌叢小片に処理しその後の菌
糸生育抑制程度を調べることで、抽出液中の抗菌活
性程度を評価することで、抗菌性成分の根部への蓄
積程度を評価した。

　ウ　研究結果
　（ア）　トマト根腐萎凋病を抑制する候補菌株の選
抜
　セル苗試験において、供試した Bacillus 属細菌
計 26 菌株の中で発病抑制活性を示した菌株は、反

復試験間でその効果に変動は見られたものの、特
に Paenibacillus…sp.…12HD2 及び 42NP7 株の処理で
対照区と比較して特に低い発病度を示した（図 11-
1）。
　根腐萎凋病菌との対峙培養試験の結果、効果の見
られた菌株は、いずれも病原菌に対して抗菌活性
を示さなかった。また、特に抑制効果が高かった
42NP7 株について、その培養液を遠心分離により
培養ろ液と菌体に分別し、それらの発病抑制活性を
ポット苗で検討した結果、菌体処理苗で発病が抑制
され（図 11-2）、これらの処理根では F.oxysporum
の cfu も低下していた。ポット苗における単独処理
と G. mosseae との併用処理による効果の違いを調
べた結果、各単独処理苗では無処理苗に比べ発病が
抑制される傾向があったものの、それらの併用処理
により、抑制効果はより増強される傾向が見られた

（図 11-3）。
　（イ）　候補菌株の処理条件の検討
　42NP7 株と G. mosseae について、それぞれの
処理濃度を検討した結果、42NP7 株については、
OD600=0.3 の菌体懸濁液処理で最も低い発病程度
を示し、GM の場合は、4％（w/w）割合で培土と
混和した時に無処理区と比べ、有意に発病を抑制
した。なお、4％混合培土で育成したセル苗の根で
は、菌根菌の定着が確認された（図 11-4）。また、
42NP7 株の追加処理による発病抑制の増強効果は
必ずしも認められず（図 11-5）、茎葉スプレー処
理による顕著な効果も認められなかった。さらに、

図 １１-１　供試 Bacillus 及び Paenibacillus 属菌株処理によるトマトセル苗での発病抑制効果
　供試菌株名は便宜上 a ～ x で示し、カラム及びエラーバーは４反復試験の平均及び標準偏差を示す。＊は t 検定
により対照と比べ有意（P<0.05）に発病度が低いことを示す。

─ 11 ─



42NP7 株の最適処理時期を調べた結果、汚染土壌
に移植する 5-12 日前で抑制効果がみられること、
また、菌根菌はトマト種子の播種時の処理で効果が
高まることが確認された。
　（ウ）　候補菌株の抑制機構の解明
　42NP7 株の菌体を灌注処理したトマトセル苗に
おいて、トマト根部での本菌株の定着性を調べた結
果、少なくとも約１か月間は根部に定着できること
が明らかとなった（表 11-1）。また、各菌株を処理
したセル苗の葉と根部における病害抵抗性関連遺伝
子の発現を調べた結果、42NP7 株を処理した苗で
は、根と葉で複数のサリチル酸及びジャスモン酸
／エチレン誘導性の PR タンパク質遺伝子（PR-1, 

PR-5, PR-3, PR-6）の発現誘導が確認され、これ
らの遺伝子発現は 12HD2 株の処理苗でも同様に見
られた。また、42NP7 株及び 12HD2 株の菌体を株
元に処理した根の抗菌活性を調べた結果、活性は水
処理の根よりも高く、さらに菌根菌を併用した結果
では、さらに抗菌活性が高まることが明らかになっ
た。

　エ　考　察
　 本 研 究 に よ り、 ト マ ト 生 息 Bacillus 属

（Paenibacillus 属 を 含 む ） 細 菌 の 中 か ら、 本 病
の発病を抑制しうる菌株（42NP7 株及び 12HD2
株）を見出すことができた。これら菌株はいず

図 １１-2 　12HD2 株及び 42NP7 株の培養菌体または培
養ろ液を処理したトマトセル苗での発病抑制
効果

　カラム及びエラーバーは 3 反復試験の平均及び標準
偏差を示す。

図 １１-3 　42NP7 株及び Glomus mosseae の単独また
は併用処理によるトマトポット苗での発病抑
制効果

　カラム及びエラーバーは 3 反復試験の平均及び標準
偏差を示す。

図 １１-4 　培土中に混和した Glomus mosseae のトマト
根組織における定着状態

図 １１-５ 　トマトポット苗における 42NP7 株の追加灌
注処理による発病抑制効果

　灌注処理は、ポット移植 2 日前に 1 回行い、その後
の追加処理は、移植 7 日後から 1 週間毎に行った。

─ 12 ─



れも Paenibacillus 属細菌であるが、同属菌によ
る生物防除活性のこれまでの知見としては、P. 
polymyxa や P. alvae による複数病害に対する防
除効果が報告されている（Algam…et…al.1）,…Haggag…
and…Timmusk3）,…Jung…et…al.5）,…Tjamos…et…al.6））が、
根腐萎凋病に対して同属細菌の発病抑制効果を示
した研究は初めてである。さらに、16S…rRNA 遺
伝子の塩基配列に基づく系統解析の結果、42NP7
株及び 12HD2 株はそれぞれ、P. favisporus 及び
alginolyticus に近縁であった。両菌種の基準株はと
もに土壌環境に由来しているが、今回供試した両
菌株は、トマトの葉圏から分離されていることか
ら、これらの菌種は、トマト葉圏及び根圏（土壌）
を生息環境としている可能性が考えられる。さら
に、42NP7 株については、菌根菌 Glomus mosseae
との併用処理が、各単独の処理に比べてより強い
発病抑制効果を示すことが明らかになった。G. 
mosseae と異種微生物との併用処理による病害防
除効果の例は幾つか知られており、Haggag…and…
Abdel-latif…（2001）…2）は、G. mosseae… が B. subtilis
と併用で処理されることにより、Fusarium 属菌と
疫病菌によるゼラニウムの根腐病が相乗的に抑制さ
れることを明らかにしているが、本病に対しても
Paenibacillus 属細菌との併用処理により同様の効
果が示されると考えられた。菌根菌は、一般に土壌
肥料的側面に基づく活用に主眼が置かれてきたが、
今回得られた知見により、今後は病害防除という観
点での活用法についてもより積極的に検討していく
必要があると考えられる。
　42NP7 株と G. mosseae の併用処理を想定した場
合において、それぞれの最適処理濃度を今回明らか
にできたとともに、42NP7 株を追加処理した場合
では顕著な抑制増強効果は確認されないことが明ら

かになった。このことから、実際の両微生物の処理
法としては、今回明らかになった処理濃度で、本圃
定植前の処理のみで抑制効果が期待できると考えら
れる。また、42NP7 株については、根腐萎凋病菌
には抗菌活性を持たないこと、菌体の処理で抑制効
果が見られたこと、病原菌感染以前（5-12 日前）の
土壌灌注の処理により抑制効果があったことから、
根部に細菌細胞が定着し、植物の病害抵抗性を誘導
することに基づく抑制効果である可能性が考えられ
た。なお、この場合は 42NP7 株の茎葉散布では効
果がなかったことから、茎葉部への処理では病害抑
制効果に至る程度の抵抗性の誘導は起きていないと
考えられるが、その解明のためには更なる検討が必
要であろう。
　実際に、選抜した Paenibacillus 細菌株の根部で
の定着性について、抗生物質耐性変異株を用いて
検討した結果では、根への定着が確認された。さら
に、これらの処理根では、Tjamos…et…al. の報告 6）と
同様に、病害抵抗性関連遺伝子が発現していただけ
でなく、抗菌成分の蓄積及び G. mosseae の併用処
理によるその蓄積の増加を示唆する結果も得られ
た。このことから、発病を抑制するメカニズムとし
ては、Paenibacillus 菌株が根部に定着することに
より、植物体で PR タンパク質等の蓄積により全身
的な病害抵抗性が誘導されるとともに、根部では抗
菌成分も蓄積されることで発病が抑制され、さら
に、G. mosseae の併用処理により、根部の抗菌成
分の蓄積が増強されることで発病抑制効果も高まる
というメカニズムが考えられる（図 11-6）。また、
これら微生物株の処理により植物体の全身に抵抗性
が誘導されることから、土壌病害だけでなく地上部
病害に対しても抑制効果が発揮される可能性も考え
られる。

表 １１-１ 　抗生物質耐性 42NP7 株を根部に処理したトマトセル苗
における処理後日数毎の根部からの再分離菌数

1）試験は 2 反復で行い、数値はその平均値±標準偏差を
示す。
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　オ　今後の課題
　42NP7 株及び 12HD2 株の根腐萎凋病以外のトマ
トの土壌病害及び地上部病害、あるいは他作物の各
種病害に対しても有効であるかどうか検証する必要
がある。また、…本病に対する微生物農薬として開発
するためには、圃場における防除効果の実証事例の
蓄積の他に、製剤化技術の開発が必要である。ま
た、これら細菌株の処理及び菌根菌との併用処理に
より根に蓄積される抗菌性成分の特定の他に、併用
処理に伴う抗菌活性の増強機構についても解明する
必要がある。　

　カ　要　約
　トマト根腐萎凋病に対する発病抑制候補菌株とし
て、農業環境技術研究所の微生物インベントリー
の中から、Paenibacillus 属細菌 2 菌株（42NP7 株
及び 12HD2 株）を選抜した。特に強い活性を示し
た 42NP7 株については、その発病抑制効果が菌根
菌（Glomus mosseae）との併用処理で高まること
を明らかにするとともに、それらの効果的な処理条
件を明らかにした。また、12HD2 株及び 42NP7 株
は、トマト根部に定着し、植物体で PR タンパク質
等の蓄積により全身的な病害抵抗性が誘導されるこ
とや、根部で抗菌成分が蓄積されることにより発病
が抑制される可能性を明らかにした。　

　キ　引用文献
… 1）Algam,…S.…A.…E.,…Xie,…G.,…Li,…B.,…Yu,…S.,…Su,…T.,…and…

Larsen,…J.…（2010）…Effects…of…Paenibacillus…strains…
and… chitosan… on…plant… growth…promotion… and…

control…of…Ralstonia…wilt…in…tomato.…J.…Plant…Pathol.…
92:…593-600.

… 2）Haggag…W.M.… and…Abdel-latif…F.M.…（2001）…
Interaction… between… vesicular… arbuscular…
mycorrhizae… and… antagonistic… biocontrol…
microorganisms…on…controlling…root…rot…disease…
incidence…of…geranium…plants.…Online…Journal…of…
Biological…Sciences.…1:…1147–1153.

… 3）Haggag,… W.M.… and… Timmusk,… S.…（2008）…
Colonization…of…peanut… roots…by…bifilm-forming…
Paenibacillus polymyxa… initiates… biocontrol…
against…crown…rot…disease.…J.…Appl.…Microbiol.…104:…
961-969.

… 4） 岩 本 豊・ 相 野 公 孝（2008）Pseudomonas…
fluorescens…FPH9601 菌株によるトマト根腐萎凋
病発病抑制効果．土と微生物．62…:…3-8.

… 5）Jung,…W.J.,… Jin,…Y.L.,…Kim,…K.Y.,… Park,…R.D.…
and…Kim,…T.H.…（2005）…Changes… in…pathogenesis-
related…proteins… in…pepper…plants…with… regard…
to…biological…control…of…phytophthora…blight…with…
Paenibacillus illinoisensis.…Biocontrol.…50:…165-178.

… 6）Tjamos,…S.E.,…Flemetakis,…E.,…Paplomatas,…E.J.…
and…Katinakis,…P.…（2005）…Induction…of…resistance…
to…Verticillium dahliae… in…Arabidopsis… thaliana…
by…the…biocontrol…agent…K-165…and…pathogenesis-
related… proteins… gene… expression.…Mol.… Plant…
Microbe…Interact.…18:…555-561.…

　研究担当者（吉田重信＊、佐藤育男、對馬誠也）

図 １１-６　推定される 42NP7 株、12HD2 株と G. mosseae の処理による根腐萎凋病の発病抑制機構
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　ア　研究目的
　植物に誘導抵抗性を付与する新規微生物資材の
開発に資するため、保有する Bacillus 属細菌株や
PGPR/PGPF 菌等からトマト萎凋病に対し強力に抵
抗性を誘導しうる候補菌株を選抜する。さらに、選
抜菌の有効な処理条件を明らかにし、選抜菌の低コ
ストで実用的な処理法を開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　…試験材料
　トマト（Solanum lycopersicum）は、通常は、品
種　桃太郎８（タキイ種苗）を用いた。培土とし
て、クレハ園芸培土（クレハ）及びニッピ園芸培
土（日本肥料）、黒ボク土（府中市）を用いた。ト
マト萎凋病菌として、Fusarium oxysporum…f.…sp.…
lycopersici…race…3…KoChi-1 株を用いた。トマト品種
及び萎凋病菌菌株は奈良県と統一した。
　（イ）　供試微生物
　本研究課題の共通供試微生物として、Bacillus 
thuringiensis… serovar… fukuokaensis…B88-82 株、B. 
thuringiensis…serovar.… sotto…RG1-6 株、 農 業 環 境
技術研究所保存 Bacillus…sp.…No.13 株、農環研保
存 Bacillus…sp.…No.4 株、 農 環 研 保 存 Bacillus…sp.…
No.20 株、 菌 根 菌（Glomus mosseae）、Phoma 
sp.（PGPF）を用いた。
　一方、上記に加えて、東京農工大学農学部植物病
理学研究室ですでに保有していた、及び、本研究期
間中にジャガイモショ糖寒天培地や素寒天培地を用
いて植物組織や植物根圏土壌から分離した微生物も
併せて供試した。例えば、2011 年度には、イネ・
ムギ類根圏土壌等からの Bacillus 属を含む細菌 20
株、健全トマト根圏土壌等からの分離細菌 19 株を
供試した。さらに、既上市生物農薬資材微生物であ
る Paecilomyces fumosoroseus…strain…Apopka97（プ
リファード成分）Beauveria bassiana…GHA（ボタニ
ガード成分）、Verticillium lecanii（マイコタール
成分）を供試した。さらに、非病原性糸状菌として
非病原性 Fusarium oxysporum…Fo304（千葉大学雨
宮良幹教授から分譲）、非病原性 F. oxysporum…W3

（東京農工大学農学部植物病理学研究室ですでに保

有）、非病原性 F. oxysporum…W5（東京農工大学農
学部植物病理学研究室ですでに保有）を供試した。
　（ウ）　発病防除効果の検定・調査
　調査は通常、以下のように行った。
　場所：東京都府中市東京農工大内ガラス室（24-
28℃、光なりゆき）
　処理・接種方法：セルトレイで約 2 週間育苗
したトマト苗根部を、供試微生物懸濁液（通常
OD600=0.2）に 30 分間浸漬処理した後、ポットに定
植、7 日後にトマト萎凋病菌を潅注接種、約 30 日
後に各個体の病徴を外部病徴に基づいて 0 ～ 4（0… :…
葉の黄化、萎凋が認められない；1… :…下葉が黄化し
ている；2… :…下葉が黄化、萎凋しているが、植物体
の上葉に病徴は認められない；3… :…植物体上部の葉
まで黄化、萎凋している；4… :…植物体全体で黄化、
萎凋が認められる、もしくは枯死している）の 5 段
階で評価し、平均発病度を計算した。通常、1 ポッ
ト 2 本植え、各処理 4 ポットを使用した。
　なお、上記を基準に、試験の進展に伴って処理方
法等を随時変更して試験を実施した。

　ウ　研究結果
　（ア）　有望微生物菌株の選抜
　 共 通 供 試 微 生 物 の 中 か ら、B. thuringiensis…
serovar.… fukuokaensis… B88-82 株 及 び B. 
thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6 株に有意な萎凋
病発病抑制効果を認めた（図 12-1）。一方、共通
供試微生物のうち、Bacillus…sp.…No.13 株、Bacillus…
sp.…No.4 株、Bacillus…sp.…No.20 株、G. mosseae 及
びPhoma sp.には萎凋病発病抑制効果を認めなかっ
た。G. mosseae にトマトの生育を抑制する場合が
あることを認めた。その他の菌株はトマトの生育に
影響を及ぼさなかった。
　根圏土壌から分離した細菌のうち、イネ由来の
CLK1 株、オオムギ由来の SKMMNBK804 株、ト
マト由来の 050-9-2 株に萎凋病発病抑制効果を認
めた（図 12-1）。分子同定によって、CLK1 株を
Acinetobacter…sp.、SKMMNBK804 株 及 び 050-9-2
株を Bacillus…spp. と簡易同定した。
　 既 上 市 生 物 農 薬 資 材 微 生 物 の う ち、P. 
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fumosoroseus…strain…Apopka97 及 び B.bassiana 
GHA に萎凋病発病抑制効果を認めた。
　以上、トマト萎凋病に対する抵抗性を誘導しう
る候補菌株候補として、B. thuringiensis…serovar…
fukuokaensis…B88-82 株、B. thuringiensis…serovar…
sotto… RG1-6 株、Acinetobacter… sp.… CLK1 株、
Bacillus… sp.…SKMMNBK804 株、Bacillus… sp.…050-
9-2 株、P. fumosoroseus…strain…Apopka97 及 び
B.bassiana…GHA の計 7 株をポット試験によって選
抜した。
　（イ）　処理条件の検討
　（ア）で選抜したトマト萎凋病に対する抵抗性を
誘導しうる候補微生物について、より高いトマト萎
凋病の発病抑制効果を得られる処理条件について調
査を行った。
　まずは、処理液中の微生物の密度について調査
した。根部浸漬の場合、B88-82 株では、菌体密度…
OD600=…0.2 と 0.5 のいずれでも発病抑制効果を認め
たが、0.5 がやや高い効果が得られた。RG1-6 株で
は両密度とも発病抑制効果を認め、密度による有意
な発病抑制効果の差は認められなかった。
　B88-82 株あるいは RG1-6 株の菌体液の土壌潅注
で、根部浸漬 30 分間処理とほぼ同等な萎凋病発病
抑制効果を認めた（図 12-2）。土壌潅注の方が簡便
であるため、以降、主に土壌潅注で試験を行うこと
とした。奈良県における現地試験も同様に行う事と

した。菌体濃度（OD00=…0.2 ／ 0.5）による効果の比
較を行ったが、土壌潅注処理では、いずれの密度で
も萎凋病発病抑制効果が認められ、濃度による発
病抑制効果の有意な差は認められなかった。B88-82
株では液体培養、RG1-6 株では平板培養由来の菌体
を生物防除資材として使用した場合に発病抑制効果
が高い傾向があった。
　B88-82 株及び RG1-6 株の菌体を含まない培養上
清で、萎凋病発病抑制効果が認められた（図 12-
3）。B88-82 株では、菌体よりも上清のみの方で、萎
凋病発病抑制効果が高い傾向が認められた。RG1-6
株では、菌体のみでは効果が認められなかった。
　一方、いずれの菌株も、種子処理による萎凋病発
病抑制効果は認められなかった。また、より小さい
苗に対して早期処理も試みたが、萎凋病発病抑制効
果の向上は認められなかった。
　さらに、RG1-6 株のトマト葉面への散布によって
萎凋病発病抑制効果があることを見いだした（図
12-4）。特に、萎凋病菌接種前の散布で高い防除価
が得られた。
　（ウ）　他の防除方法との併用による発病抑制効果
の向上
　プラントアクチベーターであるバリダマイシン
A 茎葉散布と、B88-82 株あるいは RG1-6 株の菌体
液の土壌潅注の併用によって単独よりも発病抑制効
果が向上する事を明らかにした。

図 １2-１　各供試菌株のトマト萎凋病発病抑制試験の結果の例（2011 年 10 月 30 日評価）
　＊は無処理発病区（Disease…control）と有意に差があることを示す。PGPF 及び Gm は､ それぞれ Phoma…sp. と
Glomus mosseae の処理を示し、＋は両者の併用処理を示す。P42 株、OMK4 株、S14805 株は、東京農工大保有
菌株であることを示す。
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　また、カルシウム資材（てんろ苦土石灰）と
B88-82 株を併用することによって、萎凋病発病抑
制効果を増強できることを見いだした。
　（エ）　他の防除方法との併用による発病抑制効果
の向上
　生物防除資材の観察のために、蛍光タンパク質発
現系を利用する技術を確立した 1）。
　萎凋病菌との平板培地での対峙培養で、B88-82
株及び RG1-6 株はいずれも生育阻止帯を形成せず、
抗菌性物質の生産などの抗菌が機作ではないと考え
られた。B88-82 株あるいは RG1-6 株を根部浸漬処
理したトマトから抽出した RNA を元に RT-PCR を
行ったところ、全身誘導抵抗性（ISR）に関わると
されている bPR3 の発現誘導が確認された。
　この他、両菌株の培養上清のみの根部潅注処理
でも効果が認められることから、B88-82 株及び
RG1-6 株のトマト萎凋病発病抑制メカニズムは、萎

凋病に対する抵抗性のトマトにおける誘導であると
推察された。RG1-6 株のトマト葉面への散布によっ
て萎凋病発病抑制効果があることも、これを補強す
るデータである。

　エ　考　察
　本研究では、従来土壌病害の生物防除資材として
あまり利用されて来なかった Bacillus 属などの細
菌が、トマト萎凋病の生物防除資材として有望であ
る事を示した。このため、今後もさらなる探索が重
要であると考えられた。また、これらの菌による生
物防除メカニズムが、抵抗性誘導である可能性が示
唆された。生物防除の機作には、抗菌、食菌、競
合、抵抗性誘導などが知られているが、抗菌の場合
には化合物の安全性を検討する必要があること、食
菌の場合は標的外の菌類に対する影響を考慮しなく
てはならない事、競合の場合は定着性の確保などが

図 １2-4　微生物資材のトマト葉面散布による萎凋病発病抑制効果（病原である萎凋病菌
FOL の接種の 3 日前、接種と同時、接種 3 日後に処理した場合の発病度）

図 １2-2 　各供試菌株の培養液の土壌潅注で萎凋病防
除効果

図 １2-3 　各供試菌株の液体培養時の培養上清及び菌
体の萎凋病防除効果
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かなり困難を伴ったりスペクトラムが狭かったり等
の欠点を有する。抵抗性誘導を機作とする場合、ス
ペクトラムが広い、効果期間が長期に亘ることが
期待されるなどから、生物防除資材として理想的
と考えられる。そのため、本研究で明らかにした
Bacillus 属などの細菌による萎凋病の生物防除メカ
ニズムが抵抗性誘導である事が示唆された事は、今
後の展開に期待が持てる。

　オ　今後の課題
　実用化のため、さらに発病抑制効果を向上する対
策が求められる。特に、選抜した微生物を基にし、
より効果の高い変異株の作出等、微生物育種が効果
的であると考えている。
　
　カ　要　約
　 萎 凋 病 発 病 抑 制 効 果 を 示 す B. thuringiensis…
serovar… fukuokaensis…B88-82 株、B. thuringiensis…

serovar…sotto…RG1-6 株等を選抜、指摘処理条件を検
討した。また、カルシウム資材等と併用することに
よって、萎凋病発病抑制効果を増強できることを見
いだした。さらに、萎凋病発病抑制効果メカニズム
が萎凋病に対する抵抗性のトマトにおける誘導であ
ることを示唆した。

　キ　引用文献
… 1）Kato,…A.,…Miyake,…T.,…Nishigata,…N.,…Tateishi,…

H.,… Teraoka,…T.… and…Arie,…T.…（2012）…Use… of…
fluorescent… proteins… to… visualize… interactions…
between… the… Bakanae… disease… pathogen…
Gibberella fujikuroi… and… the…biocontrol… agent…
Talaromyces…sp.…KNB-422.……J…Gen.…Plant…Patrhol.…
78（1）:…54-61.

　研究担当者（有江　力＊）
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　ア　研究目的
　我が国では、ナス科作物青枯病に有効な微生物防
除剤は現在登録がない。同病に対する IPM 体系を
構築するには、化学的、物理的及び耕種的防除法に
加えて微生物防除剤を用いた生物的防除法の開発と
普及が必要である。微生物防除剤を開発・普及する
にあたっては、製剤コストと使用コストの低減とい
う課題を解決しなければならない。製造コストを削
減するための一番の近道は、増殖性と保存安定性に
優れた微生物株を選抜することである。また使用コ
ストについては、使用方法の最適化を図ると共に、
害虫を含む広範な有害生物を同時防除できる微生物
防除剤を利用することで大幅に削減できると考えら
れる。そこで本研究課題では、増殖性と保存安定性
が高く、微生物殺虫剤の有効成分として広く利用さ
れている Bacillus thuringiensis 及び市販の微生物
殺虫剤の中から、青枯病防除活性を有する微生物株
を選抜すると共に、その有効処理法を開発すること
を目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　 ト マ ト 青 枯 病 を 抑 制 す る Bacillus 
thuringiensis 菌株及び微生物殺虫剤の選抜
　土壌などから分離した B. thuringiensis（以下、
BT）菌株及び市販の微生物殺虫剤（ゴッツ A®、ボ
タニガード ES®、プリファード水和剤、エスマルク
DF、バシレックス水和剤、マイコタール ®）1000
倍希釈液をトマトポット苗に潅注処理し、5 日後に
青枯病菌を潅注接種した。14 日後に各処理区の発
病を 5 段階（0：健全～ 4：枯死）評価し、防除価
を求めた。
　（イ）　候補微生物菌株の処理法の検討
　　ａ　候補 BT 菌株の処理法の検討
　 上 記 の 試 験 で 選 抜 し た BT 菌 2 株（B. 
thuringiensis serovar… sotto…RG1-6 株 及 び B. 
thuringiensis…serovar…fukuokaensis…B88-82 株）を土
壌潅注及び茎葉散布の 2 通りの方法でトマト苗に処
理し、その防除効果を検討した。
　　（ａ）土壌潅注処理による防除効果

　候補 BT 菌株の培養液から遠心分離で菌体を回収
し、滅菌水に懸濁した。BT 菌懸濁液をトマトポッ
ト苗の株元に土壌潅注（107…cfu/g 土壌）し、5 日
後に青枯病菌を潅注接種（106…cfu/g 土壌）して経
日的に発病調査した。発病は 5 段階の発病指数（0：
健全～ 4：枯死）で評価した。1 区 4 苗の 3 反復制
とした。
　　（ｂ）茎葉散布処理による防除効果
　 候 補 BT 菌 株 の 菌 懸 濁 液（OD600=0.2、Silwet…
L-77 を 0.01％添加）30ml をトマトポット苗に茎葉
散布し、5 日後に青枯病菌を潅注接種（106…cfu/g
土壌）し経日的に発病調査した。発病は 5 段階の発
病指数（0：健全～ 4：枯死）で評価した。1 区 4 苗
の 3 反復制とした。
　　ｂ　微生物殺虫剤の処理法の検討
　上記の試験で優れた防除効果が認められた微生物
殺虫剤 3 剤について、茎葉散布による防除効果を検
討した。
　　（ａ）短期栽培試験
　ゴッツ A®（500 倍希釈液）、ボタニガード ES®

（500 倍希釈液）及びプリファード水和剤（1000 倍
希釈液）10ml をトマトポット苗に茎葉散布し、5
日後に青枯病菌を潅注接種（106…cfu/g 土壌）して
発病を経日的に調査した。発病は 5 段階の発病指数

（0：健全～ 4：枯死）で評価した。1 区 4 苗の 3 反
復制とした。
　　（ｂ）長期栽培試験
　ゴッツ A®（500 倍希釈液）、ボタニガード ES®

（500 倍希釈液）及びプリファード水和剤（1000
倍希釈液）50ml を 8 葉期トマト苗に茎葉散布し、
15cm ポットに移植した。茎葉散布 5 日後及びそ
の 1 か月後に青枯病菌を潅注接種（103…cfu/g 土壌）
した。青枯病菌接種したトマトポット苗はビニル温
室で栽培した。その間、7 及び 14 日置きに各剤を
茎葉散布し、発病を経日的に調査した。1 区 10 苗
で試験を行った。

　ウ　研究結果
　（ア） ト マ ト 青 枯 病 を 抑 制 す る Bacillus 

第３章 　ナス科作物青枯病を抑制する候補菌の選抜および有効処理法
の開発
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thuringiensis 菌株及び微生物殺虫剤の選抜
　程度に差はあるものの、供試した BT 菌株はい
ずれもトマト青枯病を抑制した（表 13-1）。BT 菌
株の中では、B. thuringiensis…serovar…fukuokaensis…
B88-82 株、B. thuringiensis…serovar… israelensis 及
び B. thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6 株に顕著な
防除効果が認められた 1）。また、市販の微生物殺虫
剤にも防除効果が認められたが、特に昆虫寄生性
糸状菌を有効成分とするプリファード水和剤（有
効成分 Paecilomyces fumosoroseus）、ゴッツ A（有
効成分 Paecilomyces tenuipes）及びボタニガード
ES（有効成分 Beauveria bassiana）の防除効果が高
かった（表 13-1）。なお、B. thuringiensis…serovar…
israelensis は H 血清基準菌株として用いられてい
る Type-strain である。そこで、BT 菌株としては
土壌から我々が分離した B. thuringiensis…serovar…
fukuokaensis…B88-82 株 と B. thuringiensis…serovar…
sotto…RG1-6 を、また、微生物殺虫剤としてはプリ

ファード水和剤、ゴッツ A 及びボタニガード ES
を候補として選抜した。
　（イ）　候補 BT 菌株の処理法の検討
　土壌潅注処理による防除効果に基づいて選抜した
B. thuringiensis…serovar… fukuokaensis…B88-82 株 及
び B. thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6 株について、
土壌潅注処理と茎葉散布処理での防除効果を比較
検討した。その結果、本試験では B. thuringiensis 
serovar…fukuokaensis…B88-82 株には目立った防除効
果が認められなかったが、B. thuringiensis…serovar…
sotto…RG1-6 株には 3 回の試験のうち 2 回の試験に
おいて顕著な防除効果が認められた（表 13-2）。そ
の効果は、土壌潅注処理と茎葉散布処理で同程度で
あった。
　（ウ）　微生物殺虫剤の処理法の検討
　土壌潅注処理で高い青枯病防除効果が認められ
たプリファード水和剤、ゴッツ A、ボタニガード
ES について、茎葉散布処理での防除効果を検討し

表 １3-１　Bacillus thuringiensis 株及び微生物殺虫剤のトマト青枯病抑制効果

1）発病度＝｛Σ（発病指数×苗数）/4 ×全苗数｝× 100、発病指数（0：健全～ 4：枯死）

表 １3-2　候補 Bacillus thuringiensis 株の土壌潅注処理及び茎葉散布処理のトマト青枯病抑制効果

1）AUDPC（病勢進展曲線下面積）は、発病指数の推移を折れ線グラフで表示した場合の
折れ線下部面積を表す。
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た。その結果、短期栽培試験ではゴッツ A とボタ
ニガード ES に一定の防除効果が認められた（表
13-3）。両者を比較すると、ゴッツ A の効果の方が
優った。続く長期栽培試験では、各剤の追加散布を
行い防除効果の持続性を検討したが、接種圧が低す
ぎたためか、あるいはビニル温室内の気温が高過ぎ
たために、対照区でもほとんど発病がみられず、正
確な評価はできなった。ただし、ゴッツ A とプリ
ファード水和剤の 1 回散布区では発病が認められた
が、7 日及び 14 日間隔では無発病であった（図 13-
1）。ボタニガード ES は散布回数に関わらず無発病
であった。

　エ　考　察
　（ア） ト マ ト 青 枯 病 を 抑 制 す る Bacillus 
thuringiensis 菌株及び微生物殺虫剤の選抜
　昆虫病原性の Bacillus thuringiensis 菌株及び市
販微生物殺虫剤に青枯病防除効果が認められた（表
13-1）ことから、青枯病と害虫の同時防除の可能性

が示唆された。病害と害虫の同時防除が実現すれ
ば、病害虫防除にかかる費用を大幅に削減できると
予想される。
　（イ）　候補 BT 菌株の処理法
　青枯病のような土壌伝染性病害を防除しようと
する場合、通常は微生物農薬を土壌へ大量投入し
なければならない。しかしながら、選抜した B. 
thuringiensis serovar…sotto…RG1-6 株は茎葉散布処理
によって土壌潅注処理と同等の防除効果を発揮した

（表 13-2）。茎葉散布処理は土壌潅注に比べて投入
量を削減できることから、使用コストを大幅に低減
できると考えられる。また、青枯病は栽培期間を通
じて長期に亘って発生する病害であるため微生物農
薬の定期的な投入が必要となるが、作付け後の土壌
へ微生物農薬を定期的に潅注することは極めて難し
い。その点、茎葉散布処理は作物への定期的な処理
が容易であり、現実的な防除方法といえる。
　青枯病菌と直接的に接触しない茎葉散布処理で発
病が抑制されたことから、候補 BT 菌株の防除機構

表 １3-3　微生物殺虫剤の茎葉散布処理のトマト青枯病抑制効果（短期栽培試験）

1）AUDPC（病勢進展曲線下面積）は、発病指数の推移を折れ線グラフで表示した場合の折れ
線下部面積を表す。

図 １3-１　微生物殺虫剤の茎葉散布処理のトマト青枯病防除効果（長期栽培試験）
　　　青枯病菌の初回接種から 60 日後のデータ
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はトマト苗への病害抵抗性誘導であると考えられ
た。
　（ウ）　微生物殺虫剤の処理法
　微生物殺虫剤も土壌潅注処理だけでなく茎葉散布
処理でも一定の青枯病防除効果を示した（表 13-3、
図 13-1）。とくに、ゴッツ A の防除効果が比較的
安定していた。供試した微生物殺虫剤はいずれも茎
葉散布剤である。茎葉散布処理で防除効果が得られ
たことから、害虫と青枯病の同時防除への期待がま
すます高まった。また、長期栽培試験の結果（図
13-1）から、7 日ないしは 14 日間隔での追加散布
により安定的な防除効果が得られる可能性が示唆さ
れた。
　BT 菌株と同様に茎葉散布処理で発病が抑制され
たことから、微生物殺虫剤の防除機構にも病害抵抗
性誘導が関与していると推測された 2,3）。

　オ　今後の課題
　 本 研 究 に よ り、Bacillus thuringensis 及 び
Paecilomyces 菌、Beauveria 菌という昆虫病原菌が
土壌伝染性病害であるトマト青枯病に有効であるこ
とが明らかとなった。さらに、選抜微生物株のいく
つかは茎葉散布という簡便かつ経済的な方法で防除
効果を発揮することも明らかとなった。茎葉散布処
理を 7 ～ 14 日おきに行うことで防除効果はある程
度持続するが、栽培期間が数か月に及ぶトマトの場
合、収穫が終わるまで効果が持続しなければ実用性
があるとは言えない。したがって、今後は防除効果
をより長期に亘って持続させるための処理条件、例
えば、処理濃度や処理間隔、処理時間帯をより詳細
に検討するとともに、有効微生物の活性を増強する
添加物（プレバイオティクス）の探索、などが必要
であろう。また、トマト栽培で問題となる他の重要
病害、例えば、うどんこ病やかいよう病などに対す
る防除効果も検討する必要があると思われる。

　カ　要　約
　 ナ ス 科 作 物 青 枯 病 の 防 除 に 有 効 な 2 菌 株 の
Bacillus thuringiensis（serovar… fukuokaensis…B88-
82 株及び serovar…sotto…RG1-6 株）及び微生物殺虫
剤（ゴッツ A、ボタニガード ES 及びプレファード
水和剤）を選抜した。選抜した BT 菌株及び微生物
殺虫剤は、土壌潅注処理と茎葉散布処理の両方で青
枯病を抑制することを明らかにし、青枯病と害虫の
同時防除の可能性を見出した。

　キ　引用文献
… 1）Hyakumachi,…M.,…Nishimura,…M.,…Arakawa,…

T.,… Asano,… S.,… Yoshida,… S.,… Tsushima,… S.,and…
Takahashi,… H.…（2013）…Bacillus thuringiensis 
suppresses… bacterial…wilt… disease… caused… by…
Ralstonia solanacearum…with…systemic… induction…
of… defense-related…gene…expression… in… tomato.…
Microbes…Environ.…28:128-134.…doi:10.1264/jsme2.
ME12162.

… 2）Yoshida,…S.,…Takahashi,…H.,…Nakaho,…K.,…Ishihara,…
T.,…Ando,… S.,…Kanayama,…Y.,…Tsushima,… S.… and…
Hyakumachi,…M.…（2013）…Transcriptional…profile…
of…tomato…roots…exhibiting…Bacillus thuringiensis-
induced…resistance…to…Ralstonia solanacearum.…In:…
Induced…resistance…in…plants…against… insects…and…
diseases.…IOBC-WPRS…Bulletin.…89:…73-77.

… 3）Takahashi,…H.,…Nakaho,…K.,… Ishihara,…T.,…Ando,…
S.,…Wada,…T.,…Kanayama,…Y.,…Asano,…S.,…Yoshida,…
S.,…Tsushima,… S.,… and…Hyakumachi,…M.…（2014）…
Transcriptional…profile…of…tomato…roots…exhibiting…
Bacillus thuringiensis-induced… resistance… to…
Ralstonia solanacearum.… Plant… Cell… Rep.… 33:…
99-110.…doi:10.1007/s00299-013-1515-1.

　研究担当者（百町満朗、清水将文＊）
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　ア　研究目的
　植物に誘導抵抗性を付与する新規微生物資材の開
発に資するため、保有するアーバスキュラー菌根菌

（AM 菌）の菌株から、ナス科作物の苗において高
い共生能を示す菌株を選抜する。また、これら菌株
の接種資材の開発に資するため、大量に増殖させる
ための培養条件等を明らかにする。

　イ　研究方法
　（ア）　有用 AM 菌の選抜
　トマトへ各種 AM 菌を接種し AM 菌の感染状況
とトマトの生育を調査した。3 年間に 4 回の試験を
行った。
品種：トマト（桃太郎８）
処 理：P 施 肥 ２ ～ ３ 水 準（ 可 給 態 P：70 ～
570mgP2O5/kg）×供試接種菌 11 種（表 14-1）
栽培・接種：セル培土に胞子、胞子を含む資材、あ
るいは胞子を含む土壌篩別物を接種しトマトを播
種。人工気象器で育苗。鉢上げしてビニルハウス条
件で着花時まで栽培し、その後、解体して AM 菌
感染率（格子交点交差法）等を調査。
培土：非アロフェン質黒ボク土：細粒赤玉土（芝
の目土）＝１：１…（v/v））接種菌の調製：研究室で
保存する菌株、MAFF ジーンバンク等より入手し
た以下の菌株、及び菌根菌資材 C より分離した菌
株（胞子形態と rRNA 遺伝子配列から R.clarus と
同定）については、バヒアグラス＋白クローバを
宿主として栽培し、胞子を増殖してから供試した。
Glomus…sp.…R10 はメーカーより提供された資材を
供試した。種名は Krüger らによった 1）。
　（イ）　…AM 菌胞子の増殖条件の解明：培土とし
て多孔質資材を用いた栽培
　AM 菌の胞子増殖のために、培土として多孔質資
材（木炭、焼成赤玉土等）が適していると考えられ
ている。しかし、どのような多孔質資材が AM 菌
の培土として適しているか比較した研究はほとんど
ない。そこで、9 種の多孔質資材を用いて、胞子増
殖の効率のよい条件を探る。
供試資材：もみ殻くん炭、マングローブ炭、鹿沼
土、十和田砂、桐生砂、芝の目土（細粒赤玉土）、

バーミキュライト、ビーナスライト、ピートモス
処理：資材：黒ボク土：＝資材混合率 50％あるい
は 67％
接種菌：Claroideoglomus etunicatum…（試験（ア）
で有望と判断された株）
方法：バヒアグラスを宿主として AM 菌を接種し
て栽培、培土中に形成された胞子数等を調査した。

　ウ　研究結果
　（ア）　有用 AM 菌の選抜　
　4 回試験を行ったが、試験３は原因不明の病害に
より枯死するトマトが多く十分な結果を得ること
はできなかったが、全般的に、C. etunicatum、R. 
clarus が比較的高い感染率を示した（図 14-1）。な
お、試験全体を通じて AM 菌接種がトマトの生育
に及ぼす影響はほとんどなかった。リン施肥量の
増加は AM 菌の感染を抑制したが、上記 2 菌株 C. 
etunicatum、R. clarus は可給態リン 270mg/kg の
水準でも 10％程度の感染率を示し、トマト育苗へ
の接種に有望と考えられた。
　（イ）　AM 菌胞子の増殖条件の解明：培土として
多孔質資材を用いた栽培
　C. etunicatum の胞子数は、桐生砂、バーミキュ
ライト、芝の目土で高く、ピートモスで低かった。
資材の割合は 67％の方が全般的に多くの胞子が形
成された。胞子数が増殖する要因として、資材のリ
ン酸吸係数が高いもので増加する傾向が示唆された

（図 14-2）。これらのことから、リン酸吸収係数が
高く、一方で宿主となる植物の生育を旺盛に保つ資
材（芝の目土等）が胞子増殖には有効であると考え
られた。大量増殖のためには、さらに肥培管理及び
栽培条件について最適化を図る必要がある。

　エ　考　察
　（ア）　AM 菌はリン吸収だけでなく、作物の病害
抵抗性を誘導することが指摘されている。このメカ
ニズムについては十分に明らかにされているとは言
い難いが、AM 菌の共生により宿主の病害抵抗性遺
伝子群の発現が促進される例が報告されている 2）。
また、土壌病原菌に対しての拮抗作用、育成促進
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作用を持つ植物成長促進菌（PGPR…（Plant…Growth…
Promoting…Rhizobacteria）,…PGPF…（Plant…Growth…
Promoting…Fungi））と AM 菌を共接種することに
よってキュウリ等の苗の耐病性を高めることが報告
されている 3,4）。トマトの根腐萎凋病についても拮
抗菌と AM 菌の共接種による耐病性向上が見いだ
されている（本研究成果）。しかしながらも、耐病
性向上に関する PGPR 等と AM 菌の相互作用のメ
カニズムはまだ明らかになっていない。
　AM 菌による病害抵抗性向上の可能性は、AM
菌の新たな利用の可能性を示すものとして期待され
る。しかし、野菜の場合、リン肥沃度が高い培土で
育苗されるため、AM 菌の共生は阻害され、AM 菌
によるこれらの効果が期待できなくなる。そこで、
本課題では、トマト苗を対象に可給態リンに富む条
件でも感染する AM 菌の選抜し、有望な菌株とし
て C.etunicatum 等を見出した。しかし、この菌を
PGPR あるいは PGPF 等を共接種した場合に、所期

の病害抵抗性を示すかどうか、検討が必要である。
　（イ）　AM 菌資材の製造のためには、宿主植物
へ菌を接種し、宿主植物を栽培することが必要であ
る。AM 菌増殖用の培土として、砂、無機質フィル
ム、多孔質資材、炭等が用いられている。ある種の
多孔質資材の場合には、その中に AM 菌の菌糸や
胞子が多孔質資材の中に入り込んで生育するため、
宿主植物栽培の培地として用いた後、乾燥させ、そ
のまま接種資材として利用できる利点がある 5）。本
研究では、AM 菌として C.etunicatum を用い、園
芸用に用いられている種々の多孔質資材について胞
子形成数の面からその適否を調べたが、リン酸吸収
係数の高い火山灰下層土由来の多孔質資材を培地に
用いた場合に多数の胞子が形成されるようであっ
た。しかし、この場合、火山灰由来多孔質資材の
内部にこの菌の胞子が形成されることはなかった。
AM 菌を含む資材の保存性等についても、さらなる
検討が必要であろう。

表 １4-１　供試 AM 菌一覧

＊未同定、Rhizophagus 属類縁種、＊＊未同定、Claroideoglomus 属類縁種
#…Funnelformis mosseae =…Glomus mosseae

図 １4-１　主要な供試 AM 菌が異なるリン酸レベルで示したトマトに対する感染率（試験４）
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　オ　今後の課題
　（ア）　今回選抜した C.etunicatum、R.clarus と
PGPR、PGPF を共接種した場合の病害抑制効果
　（イ）　AM 菌の大量増殖：肥培管理及び栽培条件
の最適化

　カ　要　約
　（ア）　トマトに対する菌根菌菌株の比較接種試
験を行った。その結果、供試した菌株の中では、
Claroideoglomus etunicatum、Rhizophagus clarus
が再現性よく比較的高い感染率を示し、可給態リ
ン 270mg/kg の水準でも 10％程度の感染率を示し、
トマト育苗への接種に有望と考えられた。
　（イ）　C. etunicatum の胞子の効率的大量増殖の
ために、種々の多孔質培土について検討を加え、桐
生砂、バーミキュライト、芝の目土で効率よい胞
子数の増加が得られた。芝の目土は Funnelformis 
mosseae （Glomus mosseae）の増殖にも適した培地
であった。リン酸吸収係数が高く、一方で宿主とな
る植物の生育を旺盛に保つ資材（芝の目土等）が胞
子増殖には有効であると考えられた。　
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for…systematics…and…phylotaxonomy…of…arbuscular…

mycorrhizal…fungi…from…phylum…to…species…level.,…
New…Phytol.…193:…970–980.

… 2）Liu… J.,…Maldonado-Mendoza… I.,…Lopez-Meyer…
M.,… Cheung… F.,… Town… C.… D.,… Harrison… M.… J.…

（2007）…Arbuscular…mycorrhizal… symbiosis… is…
accompanied…by… local…and…systemic…alterations…
in…gene…expression…and…an… increase… in…disease…
resistance… in… the… shoot.…The…Plant… Journal… 50:…
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… 3）Chandanie…W.,…Kubota,…M.,…Hyakumachi…M.…
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Plant…Soil…286:…209-217.
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mycorrhizal… fungus…Glomus mosseae…and…plant…
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for… enhancing… plant… growth… and… suppressing…
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　研究担当者（齋藤雅典＊）

図 １4-2 　 各 種 資 材 を 培 土 と し て 増 殖 し た C. 
etunicatum 胞子数（資材 67％）（左図）、及び
資材のリン酸吸収係数の関係（右図）
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　ア　研究目的
　近年、昆虫病原菌を植物の茎葉や根部に処理す
ると、植物病害の発生が抑制されることが報告さ
れている（Cherif…et…al.1）、Raddadi…et…al.5）、Reyes-
Ramirez…et…al.6）、Zhou…et…al.8））。本研究中課題で実
施されたトマト青枯病抑制微生物資材の選抜におい
ても、すでに害虫防除資材として実用化されている
昆虫病原微生物の中に、トマト青枯病などの病害の
発生を抑制する効果を持つものが存在することが示
された。その病害抑制効果は、同昆虫病原微生物の
培養ろ液をトマトに処理することによっても再現で
きることから、培養ろ液中に含まれる未知物質が、
植物の免疫システムを活性化させることにより、病
害抵抗性が誘導される可能性が考えられる。本研究
小課題では、本プロジェクト参加機関において各微
生物資材候補から選抜された昆虫病原微生物株の培
養ろ液中に含まれる植物病害抵抗性誘導活性を評価
すると共に、抵抗性誘導の分子基盤を明らかにする
ことを目的とした。

　イ　研究方法
　（ア）　供試植物及び微生物防除資材
　供試した植物は、トマト（品種… 大型福寿）は、
石英砂を用いて 20 日間栽培し、実験に供試した。
潅水の 3 回に 1 回は、1,000 倍希釈ハイポネックス
を肥料として施用した。微生物防除資材としては、
Bacillus thuringiensis…（Bt）…serovar…sotto…RG1-6 株
と Bt.…serovar… fukuokaensis　…B88-82 株を、1/3…×…
Nutrient…broth 液体培地を用いて 25℃、48 時間振
とう培養した。菌体培養液は、菌体濃度 OD600=…0.1
～ 0.5 に調整して実験に供試した。菌体細胞は、Bt
菌体培養液を 7,000rpm、10 分間遠心分離して得ら
れた沈殿を滅菌蒸留水に懸濁し、菌体濃度 OD600=…
0.1 ～ 0.5 に調整したものを用いた。また、培養上
清は、同遠心分離により得られた上清画分を、メン
ブレンフィルター（ポアサイズ 0.25 μ m）で濾過
したものを、Cell-free…filtrate…（CF）として用いた。
Paecilomyces tenuipes…（Pt） と…Beauveria bassiana 

（Bb）は、PAD 液体培地を用いて静置培養した。
菌体マットを除き、培養液を同様に濾過して CF を

得た。
　（イ）　CF のトマト根への施用
　播種後 20 日目のトマト植物体の根部を蒸留水で
洗浄後、CF に浸漬し、25℃のグロスチャンバー内
で 2 日間栽培した。Bt の CF 処理に対するコント
ロールとして希釈 NB 液体培地と大腸菌培養液か
ら調整した CF を用いた。Pt と Bb 処理のコント
ロールとして希釈 PDA 培地といもち病菌の培養液
から調整した CF を用いた。また、微生物防除資材
の適正な処理条件を検討するため、Bt の CF の濃
度、Bt の CF を処理してから RNA を抽出するまで
の時間を変化させ、防御関連遺伝子の発現を解析し
た。さらに、Bt の CF を熱処理（100℃、20 分間）
や Proteinase…K 処理（20 μ g/ml、37℃、30 分間）
し、防御関連遺伝子発現の誘導活性を検討した。
　（ウ）　トマトからの RNA の抽出及び CF 処理トマ
トにおける遺伝子発現解析
　CF を処理したトマト 2 個体（生物学的反復）か
ら、RNeasy…Plant…RNA…extraction…kit を 用 い て
RNA を抽出した。また、コントロールとして希釈
培地及び大腸菌またはいもち病菌の CF を同様に施
用したトマトより RNA を抽出した。これらの抽出
RNA 試料について Agilent…Tomato オリゴ DNA マ
イクロアレイ 4 × 44K スライドフォーマット（約
43,000 遺伝子）を用いて網羅的な遺伝子発現解析
を行い、コントロール区に対して CF 処理区で発
現が変動した遺伝子を選び出した。コードタンパ
ク質の機能推定は、データベース（DFCI/Tomato…
Gene…Index と NCBI/Uni…gene）を用いて行った。
さらに、（b）アレイ解析により発現が変動した遺
伝子について、同 RNA 試料を用いた定量的 PCR
法により発現解析を行った。また、（c）根、茎、葉
におけるサリチル酸（SA）誘導性防御関連遺伝子
LePR-1 とジャスモン酸（JA）誘導性防御関連遺伝
子 LePR-6 の発現変動をノザン法により解析した。
　（エ）　青枯病菌のトマトへの接種と青枯病菌増殖
の解析
　トマト青枯病菌（Ralstonia solanacearum…isolate…
R8242）は、50 μ g/ml リファンピシンと TTC を
含む CPG 寒天培地で 30℃、2 日間前培養した。流
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動性コロニーを、抗生物質を含む CPG 液体培地に
植菌し、30℃で一晩培養した。集菌後、菌濃度 1 ×
107cfu/ml に調整した。トマトの側根の先端を 1cm
切断し、直ちに青枯病菌液に浸漬して、30℃で 12
時間インキュベートした。根を滅菌蒸留水で洗浄し
たのち、滅菌蒸留水を入れたビーカーに植物体を置
き、30℃のチャンバー内で 7 日間栽培した。栽培後
は、青枯病菌を接種したトマト根の生重量を測定
後、乳鉢で磨砕した試料の希釈系列を調整し、抗生
物質を含む CPG 寒天培地に塗布した。30℃で培養
し、コロニー数を測定し、トマト根生重量当たりの
細菌濃度を算出した。

　ウ　研究結果
　（ア）　微生物防除資材を施用したトマトにおける
防御関連遺伝子（LePR-1,…LePR-6）の発現解析
　Bt の菌体細胞と培養上清（CF）をそれぞれトマ
ト根部に施用し、処理 48 時間後の葉から RNA を
抽出し、サリチル酸（SA）応答性防御関連遺伝子

（LePR-1）とジャスモン酸（JA）応答性防御関連
遺伝子 LePR-6 の発現をノザン法により解析したと
ころ、菌体細胞処理及び培養上清（CF）処理のい
ずれにおいても、LePR-1 の発現が顕著に誘導され、
LePR-6 の発現は誘導されなかった（図 15-1）。し

たがって、Bt 資材の施用により、サリチル酸を介
したシグナル伝達系が活性されている可能性が考え
られた。
　（イ）　Bt の CF を処理したトマトにおける防御
関連遺伝子 LePR-1 の発現解析
　根部に CF を処理したトマトでは、主根、茎、葉
において LePR-1 の明瞭な発現上昇が認められた

（Hyakumachi…et…al.3））。しかし、側根では同遺伝子
の発現が検出されず、Bt の培養ろ液（CF）による
抵抗性誘導が側根を除く植物体全身で誘導される
可能性が考えられた。同遺伝子の発現は、処理後
10 日後においても上昇していたことから、CF の処
理により、少なくとも約 1 週間程度、防御システ
ム活性化の持続が期待できると考えられた（図 15-
2）。また、培養ろ液（CF）を OD600=…0.1 相当まで希
釈しても、サリチル酸誘導性防御関連遺伝子であ
る LePR-1 の発現は上昇した（図 15-3）。さらに、
熱処理及びタンパク質分解酵素処理した CF でも、
LePR-1 発現誘導活性が認められたことから、CF
中の熱に安定でタンパク質分解酵素に耐性の成分
が、防御システム活性化に関わっている可能性が考
えられた（図 15-4）。
　（ウ）　Bt の CF を処理したトマトにおける青枯
病菌の増殖

図 １５-１ 　B. thuringiensis 菌体懸濁益及び培養ろ液
（IF）を根部に施用したトマトにおける防御関
連遺伝子の発現解析

　サリチル酸誘導性防御関連遺伝子（LePR-1）とジャ
スモン酸誘導性防御関連遺伝子（LePR-6）の発現を
ノザンプロット法により解析した。B. thuringiensis
処理に対するコントロールとして E. coli 菌体懸濁液
と培養ろ液を処理した。RNA 試料の内部標準として、
rRNA を検出した。

図 １５-2 　B.thuringiensis 培養菌液を根部に施用した
トマトにおける防御関連遺伝子発現の経時的
変動

　サリチル酸誘導性防御関連遺伝子 (LePR-1) とジャ
スモン酸誘導性防御関連遺伝子 (LePR-6) の発現をノ
ザンブロット法により解析した。B.thuringiensis 処
理に対するコントロールとして E. coli 菌体懸濁液と
培養ろ液を処理した。RNA 試料の内部標準として、
rRNA を検出した。培養菌液処理したトマトでは、施
用 10 日後までサリチル酸誘導性防御関連遺伝子であ
る LePR-1 の発現上昇が持続した。
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　CF 処理トマト及びコントロールの根部に青枯病
菌を負傷接種し、接種 7 日目の側根、主根、茎の
青枯病菌数を測定したところ、CF 処理トマトの主
根部と茎では、青枯病菌の増殖が抑制されていた

（Hyakumachi…et…al.3）、Takahashi…et…al.7））。したがっ
て、CF 処理をした主根と側根では、青枯病菌の増
殖抑制の有無と防御関連遺伝子発現誘導に相関関係
が存在するものと推察された。
　（エ）　Bt の CF を処理したトマトの主根と側根
における遺伝子発現変動の網羅的解析
　CF 処理をした主根と側根では、青枯病菌に対
する抵抗性誘導に差異が認められたことから、CF
処理 48 時間後の主根と側根における遺伝子発現
変動を、DNA アレイを用いて網羅的に比較解析
した。その結果、主根において、PR-P4、PR-1b1、
PR-P6、Chitinase、 β -1,3-glucanase、Glycine-rich…
protein などのサリチル酸（SA）誘導性防御関連遺
伝子と IAA8、IAA、18、IAA36 などのオーキシ
ン応答性遺伝子の特異的な発現上昇と、Proteinase…
inhibitor…（PI）-I、PI-II、…PI-CEV1757 などのジャス
モン酸（JA）誘導性防御関連遺伝子の特異的な発
現低下が明らかになった…（Takahashi…et…al.7））。ま
た、主根と側根の両部位において、エチレン生合成

に関わる ACC…oxidase、エチレン応答性転写因子、
グルタチオン S トランスフェラーゼ、熱ショック
タンパク質などをコードする遺伝子の発現が上昇し
ていた。以上より、CF 処理トマトの主根では、SA
シグナルと ET シグナル伝達系の活性化と JA 生合
成の抑制と同時に、青枯病菌の増殖が抑制されるこ
とが明らかになった。
　（オ）　Bt、Pt 及び Bb の CF を処理したトマトの
主根に共応答して発現変動する遺伝子群
　青枯病抑制効果が確認されている Pt 及び Bb の
CF を処理したトマト主根における遺伝子発現変動
を解析し、上述の Bt の CF 応答性遺伝子と比較し
た。その結果、Bt,、Pt、…Bb の CF 処理に共応答し
て発現変動する遺伝子群を見いだすことができた

（図 15-5、表 15-1、表 15-2）。特に、同遺伝子群の
中でも顕著な発現上昇が認められたキチン結合ドメ
イン低分子タンパク質（表 15-1）をコードする遺
伝子は、同微生物資材施用による青枯病菌抵抗性誘
導の指標となり、抵抗性システムを発揮する上で重
要な役割を果たしているものと推察された。
　B. thuringiensis の CF 処理トマトで主根特異的
に発現変動した遺伝子（発現上昇 33 遺伝子、発現
低下 32 遺伝子）、P. tenuipes の CF 処理トマトの

図 １５-3 　B thuringiensis 菌培養ろ液（IF）の段階希
釈液を根部に施用したトマトにおける防御関
連遺伝子発現の誘導

　サリチル酸誘導性防御関連遺伝子 (LePR-1) とジャ
スモン酸誘導性防御関連遺伝子 (LePR-6) の発現をノ
ザンブロット法により解析した。B.thuringiensis 処
理に対するコントロールとして E. coli 菌体懸濁液と
培養ろ液を処理した。RNA 試料の内部標準として、
rRNA を検出した。培養ろ液（CF）を OD600=0.1 相当
まで希釈しても、サリチル酸誘導性防御関連遺伝子で
ある LePR-1 の発現は上昇した。

図 １５-4 　 熱 及 び タ ン パ ク 質 分 解 酵 素 を 処 理 し た
B.thuringiensis 菌培養ろ液 （IF）の防御関連遺
伝子発現誘導活性の解析 

　 サ リ チ ル 酸 誘 導 性 防 御 関 連 遺 伝 子（LePR-1）
の 発 現 を ノ ザ ン ブ ロ ッ ト 法 に よ り 解 析 し た。
B.thuringiensis 処理に対するコントロールとして E. 
coli 菌体懸濁液と培養ろ液を処理した。 RNA 試料の
内部標準として、rRNA を検出した。培養ろ液（OD600=…
0.2 相当）を、熱処理 :…Heat…（100℃、20min）、タンパ
ク質分解酵素処理 :…Pro…K…（37℃、30min）、未処理 :…
Non-treatment した。培養ろ液…（CF）を熱及びタンパ
ク質分解酵素で処理しても、LePR-1 発現誘導活性は
失活しなかった。
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主根特異的に 3 倍以上または 1/3 に発現変動した遺
伝子（発現上昇 445 遺伝子、発現低下 135 遺伝子）、…
B. bassiana の CF 処理トマトの主根特異的に 3 倍
以上または 1/3 に発現変動した遺伝子（発現上昇
190 遺伝子、発現低下 59 遺伝子）…を比較したとこ
ろ、6 遺伝子が共発現上昇（3 倍以上）し、2 遺伝
子が共発現低下（1/3 以下）していた。

　エ　考　察
　（ア）　Bt、Pt、Bb の CF 処理に共応答して発
現変動する遺伝子群の中で、発現上昇する遺伝子
のほとんどは、シグナルペプチドを有しているこ
とから、CF 処理によるそれらの遺伝子発現上昇

により生成されたタンパク質は、細胞間隙から導
管へと分泌されるものと推察される（Mauch…and…
Staehelin4））。大腸菌タンパク質発現系を用いて同
タンパク質を発現・精製し、抗青枯病菌活性をする
評価することにより、CF による青枯病抵抗性のし
くみが具体的に明らかになると考えられる。
　（イ）　Bt、Pt、Bb は生物学的位置づけが相互に
大きく隔たっている。それらの CF 処理が青枯病
抵抗性を誘導するということは、Bt、Pt、Bb がそ
れぞれ培地中に生産した未知物質が、トマトの主
根 細 胞 に Pathogen-associated…molecular…patterns…

（PAMPs）として認識されることによるもの予想
される。それぞれの PAMP に対応した抵抗性誘

図 １５-５　B. thuringiensis、P. tenuipes、B. bassiana の CF 処理により主根で発現変動した遺伝子数

表 １５-１ 　Paecilomyces tenuipes, Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis を処理したトマト主根において発現が
上昇した遺伝子

… 1）…Bt-specific…up-regulation:…Bt-treated…main…root…to…Control…>5
&… Bt-treated…main…root…to…Bt-treated…lateral…root…>2;

Pt-specific…up-regulation:…Pt-treated…main…root…to…Control…>5;
Bb-specific…up-regulation:…Bb-treated…main…root…to…Control…>5

… 2）…Bt-treated…main…root…to…control…>5
… 3）…Bt-treated…main…to…lateral…roots…>2
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導シグナルは、シグナル伝達カスケードの下流
で、SA・ET を介したシグナル伝達系に収束され、
SA・ET シグナルに応答性の防御関連遺伝子群の発
現が誘導されるものと推察される（Glazebrook2））。
これら PAMPs の精製と同定は、青枯病菌に対する
抵抗性誘導を制御する上で、重要な知見を提供する
であろう。

　オ　今後の課題
　本研究により、Bt、Pt、Bb の CF 処理に共応答
して発現変動する遺伝子群を見出すことができた。
同遺伝子群がコードするタンパク質は、青枯病菌の
増殖や青枯病の発病を抑制する機能を担っている可
能性が高い。今後は、（１）昆虫病原微生物資材の
青枯病抑制におけるそれらタンパク質の機能を解
析、（２）同タンパク質コード遺伝子の青枯病抑制
マーカーとしての利用の検討、（３）トマト植物体
に同タンパク質を高蓄積させることによる青枯病防
除の可否と高蓄積を誘導する微生物資材の処理条件
の検討、が課題である。基盤・応用の両面から研究
を展開することにより、昆虫病原微生物資材を活用
した植物病害防除の具体的方法が提示できるであろ
う。

　カ　要　約
　（ア）　Bt の CF を根部に処理したトマトでは、
主根、茎、葉において LePR-1 の明瞭な発現上昇が

認められたが、側根では同遺伝子の発現が検出され
なかったことから、Bt の CF による抵抗性誘導は、
側根を除く植物体全身で誘導されることが確認され
た。
　（イ）　Bt の CF 処理後 10 日後においても、同遺
伝子の発現は上昇していたことから、CF 処理によ
り、少なくとも約 1 週間程度、防御システム活性化
の持続が期待できると考えられた。
　（ウ）　熱処理及びタンパク質分解酵素処理した
CF でも、LePR-1 発現誘導活性が認められたこと
から、CF 中の熱に安定でタンパク質分解酵素に耐
性の成分が、防御システム活性化に関わっている可
能性が考えられた。
　（エ）　青枯病抑制効果が確認されている Bt、Pt、
Bb の CF を処理したトマトの主根では、サリチル
酸（SA）シグナルとエチレン（ET）シグナル伝達
系の活性化とジャスモン酸（JA）シグナル伝達系
の抑制が誘導されると同時に、青枯病菌の増殖が抑
制されることが明らかになった。　
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　ア　研究目的
　 ト マ ト 萎 凋 病 は、Fusarium　oxysporum…f.…sp…
lycopersici によって引き起こされる土壌病害で、青
枯病とともにトマトの重要病害である。本病の防除
法は、主に抵抗性品種あるいは台木や、太陽熱消毒
や土壌くん蒸剤の利用などがあるが、農薬代替技術
の一つとして微生物農薬の開発が期待されている
5）。病害を対象とした生物農薬は、これまで 20 種
類以上が登録されているが、土壌病害に対する生物
農薬は非常に少なく、トマト萎凋病にいたっては登
録がないのが現状である。そこで、これまでポット
レベルでトマト萎凋病に対する防除効果が確認され
た、または期待される候補菌株を対象に、圃場レベ
ルでのトマト萎凋病に対する防除効果及び有効性を
評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　有効な微生物資材の選抜
　これまでの知見から土壌病害に対する防除資
材として有望と考えられる Bacillus thuringiensis 
serovar…fukuokaensis…B88-82 株（以下、B88-82 株）、
Bacillus thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6 株（ 以
下、RG1-6 株）及び Phoma…sp.…と Glomus mosseae
の混合資材（以下、PG）について、トマト萎凋病
に対する防除効果を評価し、有望な微生物資材の絞
り混みを行った。
　試験は、奈良県農業研究開発センター内のビニ
ルハウスで行った。2011 年 7 月 14 日にトマト‘桃
太郎 8’を 128 穴セルトレイに播種し、約 20 日後
に 9cm ポリポットに鉢上げ後、8 月 23 日にトマト
萎凋病汚染圃場に株間 40cm、2 条植えで定植した。
病原菌接種は、クロルピクリン剤で土壌くん蒸し
た圃場に、ふすま培養したトマト萎凋病菌レース 3

（菌株名：Kochi-1）を 140g/…m2 の割合で土壌混和
した。B88-82 株及び RG1-6 株の処理は、定植 4 日
前に OD600 値で約 0.2 濃度の懸濁液をポット当たり
100ml かん注した。PG は、鉢上げ時に両資材をそ

れぞれ 2％（w/w）ずつ培養土に混和した。発病調
査は、定植 28 日後から 76 日後まで発病程度別に調
査し、次式により発病度を求め、発病度から防除価
を算出した。
　発病度＝Σ（発病程度別株数×指数）× 100/（調
査株数× 4）
　発病程度　0：発病なし、1：発病が株の 1/3 未
満、2：発病が株の 1/3 以上 2/3 未満、3：発病が株
の 2/3 以上　4：枯死
　（イ）　処理方法の検討
　選抜試験において防除効果が認められた B88-82
株について、さらに防除効果を高めるための補完技
術として土壌改良資材及びカルシウム資材の有効性
を検討した。
　試験は、奈良県農業研究開発センター内のビニ
ルハウスで行った。2012 年 8 月 30 日にトマト‘桃
太郎 8’を 128 穴セルトレイに播種し、9 月 26 日
に 15cm ポリポットに植え付けた。用土には畑土：
バーミキューライト：パーライトを 2：2：1 で混合
したものを用いた。あらかじめ、汚染用土は、（ア）
で用いたトマト萎凋病菌をふすま培養し、培養ふす
ま：用土を 2：15（v/v）の割合で混和して作製し
た。土壌改良資材には、転炉スラグ（商品名：ミネ
カル）、カルシウム資材には、温州みかんの浮皮の
発生を抑制する植物調整剤として既に農薬登録され
ている塩化カルシウム・硫酸カルシウム水溶剤（商
品名：セルバイン）を用いた。ポット当たりミネカ
ルは 25g、セルバインは 7g をそれぞれ土壌混和し
た。B88-82 株は、OD600 値で約 0.7 濃度の懸濁液を
定植 4 日前にセル当たり 10ml、さらに、定植 9 日
後と 22 日後にポット当たり 100ml ずつ株元にかん
注した。発病調査は、植え付け 36 日後から 66 日後
まで前述の（ア）の調査法に準じて発病度及び防除
価を求めた。
　（ウ）　Bacillus 属細菌と土壌改良資材の併用によ
る防除効果
　これまでトマト萎凋病に対する防除効果が確認さ

第２編 　微生物資材の有効性評価

第１章 　選抜された微生物資材のトマト圃場における有効性の評価
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れた B88-82 株と土壌改良資材の併用処理のトマト
萎凋病に対する防除効果を圃場レベルで評価し、本
菌の効果が発揮できる条件について検討した。
　　ａ　圃場における防除効果
　試験は、奈良県農業研究開発センター内のビニ
ルハウスで行った。2013 年 2 月 6 日にトマト‘桃
太郎 8’を 128 穴セルトレイに播種し、約 40 日後
に 9cm ポリポットに鉢上げし、4 月 17 日にトマト
萎凋病汚染圃場に定植した。病原菌接種は、クロル
ピクリン剤で土壌くん蒸した圃場に、ふすま培養し
たトマト萎凋病菌レース 3（菌株名：Kochi-1）を
50g/…m2 の割合で土壌混和した。B88-82 株は、定植
5 日前に OD600 値で約 0.7 濃度の懸濁液をポット当
たり 30ml 灌注した。さらに、定植 9 日後に、OD600

値で約 0.3 濃度の懸濁液 100ml を株当たり 100ml 株
元に灌注した。また、土壌改良資材である転炉スラ
グは、定植直前に 2.5t/10a の割合で土壌混和した。
発病調査は、定植 34 日後から 75 日後まで前述の

（ア）の調査法に準じて発病度を求めた。
　　ｂ　圃場汚染程度と微生物資材の防除効果との
関係
　汚染程度の異なる条件下における防除試験データ
から、微生物資材の効果が期待できる汚染条件を
推定した。2013 年 4 月と 9 月定植の防除試験にお
いて、それぞれ栽培期間中の無処理区の発病度と、
B88-82 株処理 + 土壌改良資材の防除価をプロット
し、相関関係を調べた。
　（エ）　…Paecilomyces 製剤の防除効果
　Paecilomyces 製剤のトマト萎凋病に対する防除
効果を圃場レベルで評価し、本菌の効果が発揮でき
る条件について検討する。
　　ａ　圃場における防除効果
　 前 述 の（ ウ ） ａ の 試 験 に 準 じ て 栽 培 し た。
Paecilomyces 製 剤 の 処 理 は、 既 に コ ナ ジ ラ ミ
類やアブラムシ類を対象に農薬登録されている
Paecilomyces tenuipes 乳剤（商品名：ゴッツＡ）を
用いた。定植 5 日前にゴッツＡの 250 倍希釈でポッ
ト当たり 30ml 灌注し、定植 9 日後に 250 倍希釈で
株当たり 100ml を株元に灌注した。調査は定植 39
日後から 81 日後まで前述（ア）の程度別基準に準
じて発病調査を行い、発病度を算出した。
　　ｂ　圃場汚染程度と微生物資材の防除効果との
関係

　少発生及び多発生条件下における防除試験データ
から、微生物資材の効果が期待できる汚染条件を推
定した。少発生条件の 2013 年 4 月定植と多発生条
件下の 9 月定植の防除試験において、それぞれ栽培
期間中の無処理区の発病度と、Paecilomyces 製剤
の防除価をプロットし、相関関係を調べた。

　ウ　研究結果
　（ア）　有効な微生物資材の選抜
　定植 20 日後に無処理区において初発を確認した。
定植 28 日後の 9 月 20 日の発病度は、無処理 6.3 に
対して、B88-82 株が 2.1、RG1-6 株が 4.2、PG の混
合資材が 6.3 であった（図 21-1）。このとき防除価
は、B88-82 株で 66.7 と最も高く、次に PG の 33.3、
RG1-6 株では防除価は認められなかった（図 21-
2）。また、定植 42 日後の 10 月 6 日の発病度は、無
処理 29.2 に対して、B88-82 菌株が 20.9、RG1-6 菌
株が 31.1、PG の混合資材が 20.9 で、防除価は B88-
82 株及び PG で 28.4、RG1-6 株では認められなかっ
た。定植 76 日後の 11 月 7 日には、全ての処理にお
いて防除価が低く、最も高かった B88-82 株で 19.6
であり、栽培期間が経過とともに防除価は低下し
た。
　（イ）　処理方法の検討
　定植 29 日後の 10 月 24 日に無処理及び B88-82 株
処理において初発が確認され、定植 36 日後にはカ
ルシウム資材処理でも発病が確認された。定植 45
日後には全処理区で発病が確認され、このとき無
処理では発病度が 30.6 であった（図 21-3）。定植
55 日後には無処理の発病度が 47.2 に対して、B88-
82 株の単用処理が 38.9、土壌改良資材の単用処理
が 21.9、これらの併用処理が 16.7 であった。また、
カルシウム資材では、単用処理が 33.3、B88-82 菌
株との併用処理が 13.9 であった。このとき防除価
は、B88-82 株の単用処理で 17.6、土壌改良資材の
単用処理で 53.6、これらの併用処理で 64.6 となり、
併用処理で相乗効果が認められた（図 21-4）。ま
た、カルシウム資材の防除価についても単独処理で
29.4、併用処理で 70.6 となり、同様に相乗効果が認
められた。
　（ウ）　Bacillus 属細菌と土壌改良資材の併用によ
る防除効果
　B88-82 株と土壌改良資材との併用処理のトマト
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萎凋病に対する防除効果は、47 日後、75 日後の無
処理区の発病度がそれぞれ 6.3、23.0 の発病条件下
において、処理区の発病度はそれぞれ 2.1（防除価

67）、15.6（防除価 32）であった（図 21-5）。
　B88-82 株と土壌改良資材の併用処理によるトマ
ト萎凋病防除効果（防除価）と圃場における萎凋病

図 2１-3 　土壌改良資材及びカルシウム資材と B88-82 の併用処理がトマト萎凋病
の発病度に及ぼす影響

図 2１-4 　土壌改良資材及びカルシウム資材と B88-82 の併用処理のトマ
ト萎凋病に対する防除効果

図 2１-１ 　各種微生物資材の処理がトマト萎凋病の発
病度に及ぼす影響

図 2１-2 　各種微生物資材のトマト萎凋病に対する防
除効果
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の発病程度（発病度）との関係は、発病度が 30 程
度までの圃場条件では、防除価が概ね 40 以上にな
ると想定され、一定の効果が期待できると推定され
た（図 21-6）。
　（エ）　…Paecilomyces 製剤の防除効果
　Paecilomyces 製剤の灌注処理によるトマト萎凋
病に対する防除効果は、定植 53 日後、81 日後の無
処理区の発病度がそれぞれ 14.6、31.3 の発病条件下
において、処理区の発病度はそれぞれ 4.1（防除価
71）、17.7（防除価 43）であった（図 21-7）。
　Paecilomyces 製剤の灌注処理によるトマト萎凋
病に対する防除効果（防除価）と圃場における萎凋
病の発病程度（発病度）の関係は、発病度が 30 程
度までの圃場条件では、防除価がおよそ 40 以上に
なると想定され、一定の効果が期待できると推定さ
れた（図 21-8）。

　エ　考　察
　Fusarium 病 害 の 生 物 防 除 で は、 非 病 原 性
Fusarium oxsporum、Trichoderma、 蛍 光 性
pseudomonas、Bacillus subtilis な ど が 主 要 な
biocntorol　agent と し て 報 告 さ れ て い る 5）。 堀
之内らは、トマト萎凋病の防除資材として 12 種
の微生物を評価し、生育促進菌類の Phoma…sp.、
Fusarium equiseti、非病原性 Fusarium oxsporum、
拮抗細菌の Bacillus…sp. が有望であるとしている 2）。
このことからトマト萎凋病に対する微生物資材とし
て、多くの微生物種が微生物農薬として期待できる
と考えられる。本試験では、Bacillus thuringiensis 
serovar… fukuokaensis…B88-82 株と、植物生育促進
菌（PGPF） で あ る Phoma…sp.… と 菌 根 菌 で あ る
Glomus mosseae の混合資材で防除効果が認めら
れ、B88-82 株で効果が高く候補菌株として有望で
あった。Hyakumachi ら 3）は、トマト青枯病に対し

図 2１-５ 　圃場における B88-82 株と土壌改良資材の併
用処理によるトマト萎凋病発病抑制効果

図 2１-６ 　圃場試験区におけるトマト萎凋病の対照区
の発病度と B88-82 株及び土壌改良資材の併用
処理による防除効果（防除価）との関係

図 2１-７ 　圃場における Paecilomyces 製剤の処理によ
るトマト萎凋病発病抑制効果

図 2１-８ 　圃場試験区におけるトマト萎凋病の対照区
の発病度と Paecilomyces 製剤処理による防除
効果（防除価）との関係
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て Bacillus thuringiensis の処理が有効で、その作
用機作は植物側の誘導抵抗性が関与しているとして
いる。このことから本試験で防除効果の高かった
B88-82 株についても、同様の作用機作である可能
性がある。
　微生物資材が自然土壌中に導入されると、土着微生
物との競合や貧栄養条件下のなかでは無菌培養のよう
に増殖し、効果を発揮することは容易ではない 5）。そ
のため、一般に、微生物資材は化学農薬と比較して
防除効果が低いことが多い。本試験においても微
生物資材の単用処理は防除効果が認められるもの
の、その効果は十分ではなかった。そこで、微生物
資材の効果を補完的に高める方法として、土壌改良
資材やカルシウム資材との併用処理を検討した。石
灰施用による Fusarium 病害の軽減効果は、古くか
ら知られている。最近では、pH 矯正剤である転炉
スラグの投入よる Fusarium 病害の軽減効果につい
て検討されており、イチゴ萎黄病 6）やホウレンソ
ウ萎凋病 4）でその有効性が報告されている。転炉
スラグは、微量要素を豊富に含むため、石灰施用に
よる微量要素欠乏が発生しにくい資材として期待さ
れている。予備試験において、いくつかのカルシウ
ム資材の土壌混和がトマトの微量要素欠乏症を発症
させ、ひどい場合には枯死にいたる場合があった

（データ未記載）。そこで転炉スラグとセルバインの
2 種に絞り混んで試験を行った。B88-82 株と転炉ス
ラグあるいはセルバインの併用処理は、それぞれの
単用処理に比較して防除効果が高く、相乗効果が認
められた。それぞれの作用機作は今後の解明を要す
るが、微生物資材を活かす利用方法として有効であ
ると考えられた。
　生物資材の効果が発揮できる条件を明確にするた
め、異なる汚染程度の圃場において、B88-82 株と
土壌改良資材の併用処理のトマト萎凋病に対する防
除効果を調査した。その結果、トマト萎凋病菌の汚
染程度が低い条件では、防除効果が期待できるが、
汚染程度が高くなるに従って防除価が低下し、汚染
程度の高い条件ではほとんど防除効果が期待できな
いことが明らかとなった。生物農薬は化学農薬に比
べて効果が不安定であることが指摘されているが、
効果の発揮できる場面を明確にし、適切な条件で利
用することが必要であると考えられる。このとき病
原菌の汚染程度によって生物農薬の活用の是非を決

定する必要であるため、植え付ける土壌がどの程度
汚染されているかを事前に知るための診断技術の開
発も重要になると考えられる。
　Paecilomyces 製剤は、コナジラミ類やアブラム
シ類の害虫寄生性の生物農薬として登録されてい
る。また、各種作物のうどんこ病についても登録拡
大が進められている。相野は、同時防除を可能にす
るデュアル微生物農薬は、防除コストを下げるだけ
でなく、化学農薬の削減や微生物農薬の普及に大
きく貢献するであろうとしている 1）。今回の試験に
よって、Paecilomyces 製剤がトマト萎凋病に対し
ても効果があることが明らかとなった。また、同時
防除によるコスト及び労力低減には、処理方法や時
期などについて今後検討が必要であるが、生物農薬
の新たな展開の可能性がある。

　オ　今後の課題
　現地において土壌病害を対象とした微生物農薬を
普及させるためには、簡便な処理方法と微生物の製
剤化さらには農薬登録が必要である。

　カ　要　約
　数種微生物資材のトマト萎凋病に対する圃
場レベルの防除効果を評価した結果、Bacillus 
thuringiensis serovar…fukuokaensis B88-82 株が有望
であることが明らかとなった。B88-82 株の株元か
ん注処理と転炉スラグの土壌混和による併用処理
は、それぞれの単用処理と比較して防除効果が高ま
ることから、相乗効果があることが分かった。この
ことから、転炉スラグの土壌混和は、微生物資材の
補完技術として有望であった。また、トマト萎凋病
の発病程度と微生物資材の防除価とは負の相関が認
められ、無処理の発病度が高くなるに従って、防除
価が低下した。すなわち、発病度が 30 程度までの
圃場条件では、防除価が概ね 40 以上になると想定
され、一定の効果が期待できると推定された。この
ことから、微生物農薬の使用に際しては、効果を発
揮できるために利用場面を選択することが重要であ
ると考えられた。

　キ　引用文献
… 1）相野公孝（2014）微生物殺菌剤の現状と今後の
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１　トマト根腐萎凋病対象試験
　ア　研究目的
　植物に誘導抵抗性を付与する新規微生物資材及び
その利用技術の開発に資するため、抵抗性を誘導し
うる Bacillus 属細菌株等の候補株について圃場に
おけるトマト根腐萎凋病に対する防除効果及び有効
性を評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　試験場所：兵庫県立農林水産技術総合セン
ター農業技術センター内ビニルハウス
　（イ）　供試品種・区制：トマト（ハウス桃太郎）・
1 区 9 株 3 反復、3 汚染程度（多発ほ場・中発ほ
場・少発ほ場）、1 区 2.0m2　3 反復、1 区 9 株（畝
幅 120cm ×株間 30cm）、2 条植え
　（ウ）　試験方法
　　ａ　耕種概要　
2011 年試験
播種：2011 年 11 月 11 日（供試培土：スミソイル）、
鉢上げ：11 月 30 日（9cm ポット）、定植：2012 年
2 月 14 日、無加温半促成栽培
施肥：N 成分で 10kg/10a（くみあい燐硝安カリ
S604（N-P-K=16-10-14））
2012 年試験
播種：2012 年 11 月 19 日（供試培土：スミソイル）、
鉢上げ：12 月 14 日（9cm ポット）、定植：2013 年
2 月 6 日、無加温半促成栽培
施肥：N 成分で 10kg/10a（くみあい燐硝安カリ
S604（N-P-K=16-10-14））
　　ｂ　汚染圃場の作成：接種源は当センター保存
菌のトマト根腐萎凋病菌（F-6-3）を 200ml のジャ
ガイモ半合成液体培地で 1 週間振とう培養（25℃、
120rpm）した菌液を、あらかじめ吸水させ、オー
トクレーブで滅菌した大麦粒約 3kg に接種し、約 1
か月培養（25℃）した麦粒を接種源とした。この接
種源を 48kg/a の割合で圃場に施用した区を多発ほ
場、同 24kg/a 施用区を中発ほ場、同 12kg/a 施用
した圃場を少発ほ場とした。
　　ｃ　供試資材及び施用方法

2011 年
① Bacillus thuringiensis…subsp.… fukuokaensis…B88-
82（以下 Bf）
② Bacillus thuringiensis…subsp.… sotto…RG1-6（以下
Bs）
③ Paenibacillus…sp.42NP7 菌株＋菌根菌（以下 PB）
④ Pseudomonas fluorescens…FPH9601（対照区：以
下 FPH）
　①②の処理は、定植 5 日前に各々 OD600 ＝ 0.5 に
調製した菌株を 30ml/ ポット灌注処理を行った。
　③の処理は、播種時に菌根菌（Glomus mosseae）
を園芸培土（スミソイル）の 2％（W/W）混合比
で混和した培土で育成したトマト苗を 9cm ポット
に鉢上げし、定植 5 日前に OD600 ＝ 0.5 に調製した
Paenibacillus…sp.42NP-7 菌株を 30ml/ ポット灌注処
理を行った。
　④の FPH 区は種子浸漬法によった。すなわち、
前培養（25℃、72hr）後、標準寒天培地で 25℃、
72 時間培養した FPH を滅菌水に懸濁させ、約 10 ９

cfu/ml に調製し FPH 菌液とした。これにトマト種
子を 30 分間浸漬接種し、セルトレイに播種した。
その後は、定植まで通常の育苗管理を行った。
2012 年
⑤ Paenibacillus…sp.42NP7 菌株＋菌根菌（以下 PB）
⑥ Paenibacillus…sp.42NP7 菌株（以下 No.13）
⑦農環研分離菌株 12HD2（以下 No.4）
⑧微生物農薬 Paecilomyces tenuipes 剤ゴッツ A（以
下 GA）
⑨ Pseudomonas fluorescens…FPH9601（対照区：以
下 FPH）
　⑤⑨の処理は、2011 年と同様の処理を行った。
　⑥⑦の処理は、定植 5 日前に各々 OD600 ＝ 0.5 に
調製した菌株を 30ml/ ポット灌注処理を行った。
　（エ）　調査方法：初発確認後、2 週間間隔で発病
程度別に調査し、以下の式により発病度を算出し
た。
　発病度＝｛（Σ（発病程度別株数×指数））/3 ×…
調査株数｝× 100
　発病程度別指数　0…: 健全、1…: 下葉が黄化、2…: 全

第 2 章 　選抜された微生物資材のトマト病害多発圃場における有効性
の評価
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身萎凋、3…: 枯死
　また、発病調査終了時（2012 年 6 月 7 日）に全
株を堀上げ、根腐れ程度を調査し、根腐程度を求め
た。　
　根腐程度＝｛（Σ（根腐程度別株数×指数））/3
×調査株数｝× 100
　根腐れ程度別指数　0… : 健全、1… : 根の 1/3 以下が
腐敗枯死、2… : 根の 1/3 ～ 2/3 が腐敗枯死、3… : 根の
2/3 以上が腐敗枯死

　ウ　研究結果
　（ア）　発病程度を多・中・少発生圃場の設定で試
験を行ったが、少発生圃場では 2 年間の試験とも無
処理区でも十分な発病が認められなかったことよ
り、評価ができなかった。
　（イ）　2011 年の中発生ほ場では PB 区の最終調
査時の発病度は無処理区の発病度が 13.6 に対して
5.2 となった。発病度より求めた防除価は 61.7 で
あった。対照の FPH 区の防除価は 68.4 となり、
PB 区は FPH 区とほぼ同等の防除効果であった。
Bf 区・Bs 区はいずれも PB 区より効果が劣り、防
除価は約 18 ～ 37 の間であった（図 221-1）。
　（ウ）　多発生ほ場も中汚染ほ場と両年とも同様の
傾向が見られ、PB 区は対照の FPH 区とほぼ同等
の防除効果であり、トマト根腐萎凋病の防除のため
の微生物資材として有望であった。

　（エ）　最終調査時の根部堀上調査による根部の根
腐れは少発生圃場で無処理区 7.4 に対して PB 処理
区は 1.2 で、根腐れ抑制効果が確認された。汚染程
度が増す毎に全区とも根腐程度は増加したが、PB
区は FPH 区と同等の発病抑制効果が認められた。
しかし、Bacillus 区は両区とも抑制効果の程度は小
さかった（表 221-1）。
　（オ）　2012 年試験も 2011 年と同様の傾向であり、
PB 区が最も優れた防除効果を示した。

　エ　考　察
　2011 年、2012 年の 2 年間の試験ともほぼ同様の
結果であった。Paenibacillus…sp.42NP7 菌株＋菌根
菌処理区で防除効果の再現性が認められたことよ
り、抵抗性を誘導しうる Bacillus 属細菌株等の候
補株として有望であると考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　さらにほ場試験を重ね、防除効果の再現性
を様々な条件の土壌で確認する必要がある。　
　（イ）　今回のプロジェクトで有望菌株の選抜を行
うことができたが、本菌株を利用するためには、菌
株の製剤化ならびに製剤化資材の有効性の確認が必
要である。さらに、農業現場で使用するには、農薬
登録が必要である。　

　カ　要　約
　Paenibacillus…sp.42NP7 菌株＋菌根菌処理により、
トマト根腐萎凋病の発病を抑制することが可能で
あった。　

　研究担当者（岩本　豊＊、松浦克成、相野公孝）

図 22１-１　根腐萎凋病発生の推移
（中発生ほ場試験：2011 年試験）

表 22１-１　調査終了時の根腐れ程度（2011/6/7）
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２　トマト青枯病対象試験
　ア　研究目的
　植物に誘導抵抗性を付与する新規微生物資材及び
その利用技術の開発に資するため、抵抗性を誘導し
うる Bacillus 属細菌株等の候補株について圃場に
おけるトマト青枯病に対する防除効果及び有効性を
評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　試験場所：兵庫県立農林水産技術総合セン
ター農業技術センター内ビニルハウス
　（イ）　供試品種：トマト（麗夏：2011 年、桃太
郎 8：2012、2013 年）
　（ウ）　試験方法
　　ａ　区制　1 区 2.0m2　3 反復、1 区 9 株（畝幅
120cm ×株間 30cm）、2 条千鳥植え
　　ｂ　耕種概要　播種：6 月中旬（供試培土：ス
ミソイル）定植：8 月上旬
　施肥：N 成分で 10kg/10a（くみあい燐硝安カリ
S604（N-P-K=16-10-14））
　　ｃ　汚染圃場の選定
　前年の発病程度から勘案して、多発ほ場、中発ほ
場、少発ほ場を選定し、試験を行った。
　　ｄ　供試資材及び施用方法
2011 年試験
①菌根菌＋ PGPF（Phoma）菌
② Bacillus thuringiensis fukuokaensis…B88-82（ 以
下 Bf 菌）
③ Bacillus thuringiensis　sotto…RG-6（以下 Bs 菌）
　①については播種時（200 穴セルトレイ使用）に
2％（W/W）になるように培土に混和し、その後
50 穴セルトレイに鉢上げした。②及び③について
は定植時に 200ml/ 株を株元灌注した。処理濃度は
Bf 菌が OD600=0.24、Bs 菌が OD600=0.25 であった。
2012 年試験
④ Bacillus thuringiensis　sotto…RG1-6 株　定植前 1
回ポット灌注処理（以下、Bs1）
⑤ Bacillus thuringiensis　sotto…RG1-6 株　 定 植 前
及び移植後 2 週おきに灌注処理（以下、Bs2）
⑥ Paecilomyces tenuipes 製剤　定植前 1 回ポット
灌注処理（以下、GA1）
⑦ Paecilomyces tenuipes 製剤　定植前処理及び移
植後 2 週おきに灌注処理（以下、GA2）　　

　④⑤の定植前処理は、定植 5 日前に OD600 ＝ 0.5
に調製した菌液を 30ml/ ポットの割合で灌注処理
を行った。
　⑤の追加灌注処理は、④の処理に加えて、移植後
2 週おきに OD600=0.2 に調製した菌液を 100ml/ 株
の割合で株元灌注を行った。
　⑥⑦の Paecilomyces tenuipes 製剤の定植前処理
は、定植 5 日前に 500 倍に希釈した Paecilomyces 
tenuipes 製剤を 30ml/ ポットの割合で灌注処理を
行った。
　⑦の処理は、移植後 2 週おきに 500 倍に希釈した
Paecilomyces tenuipes 製剤を 100ml/ 株の割合で株
元に灌注した。
2013 年
⑧ Bacillus thuringiensis　sotto…RG1-6 株　 定 植 前
及び移植後 2 週おきに灌注処理（以下、Bts）
⑨ Paecilomyces tenuipes 剤　定植前 1 回ポット灌
注処理
⑩ Paecilomyces tenuipes 剤　定植前処理及び移植
後 2 週おきに灌注処理
⑪④ Paecilomyces tenuipes 剤　植前処理及び地上
部散布区
　⑧⑨⑩は上記と同様の処理である。⑪は定植前に
十分量をポット苗に散布（500 倍・約 10ml/ 株）し、
さらに、移植 2 週おきに 500 倍液を茎葉からしたた
る程度（約 100ml/ 株）を茎葉散布処理を行った。
　（エ）　調査方法：初発確認後、1 週間間隔で発病
程度別に調査し、以下の式に従って発病度を算出し
た。
　発病度＝｛（Σ程度別発病株数）×指数÷（調査
株数× 4）｝× 100
　発病程度別基準：0：発病無し　1：株の 1/3 未満
の葉にしおれ　2：株の 1/3 ～ 2/3 の葉にしおれ　
3：株の 2/3 以上の葉にしおれ　4：枯死

　ウ　研究結果
2011 年
　（ア）　少発生ほ場では、Bs 菌処理区で処理 1 か
月程度の発病抑制効果が認められた（2011 年）。
　（ イ ）　PGPF 処 理 区 に つ い て は、 催 芽 時 に
Phoma の菌叢が培土を覆い、発芽不良、発芽揃い
の低下が観察された。実用上問題があると思われた

（2011 年）。
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2012 年
　（ ウ ）　 中 発 生 ほ 場 で は、Bs 追 加 処 理 区 及 び
Paecilomyces tenuipes 製剤処理区で無処理区と比
べて防除効果が認められ、防除価は約 52 であっ
た。難防除土壌病害を考慮すると実用性はあると
判断した（以上、2012 年試験、図 222-1）。また、
2013 年の試験においても、Bts 追加処理区及び
Paecilomyces tenuipes 剤処理区で無処理区比べて
程度は低いが防除効果が認められ防除価は 30 程度
であった（図 222-2）。
　（エ）　多発生ほ場では、いずれの試験においても
防除効果は認められず、全株枯死に至った。多発が
予想されるほ場では、他の防除対策を組み合わせた
体系防除が必要である。
　（オ）　2013 年の試験でも中発生条件下で、Bts
区、Paecilomyces tenuipes 製剤追加処理区で防除
効果が再確認された。Paecilomyces tenuipes 製剤
散布区の効果の程度は低いが、認められた。

　エ　考　察
　（ア）　Bts 追加処理区及び Paecilomyces tenuipes
製剤処理区は、トマト青枯病が難防除土壌病害であ
ることを考慮すると効果は低いが実用性があると判
断した。
　（イ）　Takahashi…et…al.1）によると、これら微生物
資材の潅注処理による青枯病発病抑制効果は、抵抗

性誘導が関係していると考えられた。

　オ　今後の課題
　（ア）　さらにほ場試験を重ね、防除効果の再現性
を様々な条件の土壌で確認する必要がある。　
　（イ）　根腐萎凋病と同様に、今回のプロジェクト
で有望菌株の選抜を行うことができたが、本菌株を
利用するためには、菌株の製剤化ならびに製剤化資
材の有効性の確認が必要である。さらに、農業現場
で使用するには、農薬登録が必要である。
　（ウ）　Paecilomyces tenuipes 製剤については、処
理条件をさらに検討する必要がある。　　

　カ　要　約
　トマト青枯病に対しては検索した微生物資材の
中では、Bacillus thuringiensis　sotto…RG1-6 株及び
Paecilomyces tenuipes 製剤の定植前及び移植後 2
週おきの灌注処理が有効であった。

　キ　引用文献
… 1）Takahashi,H.,Nakaho,K.,Ishihara,T.,Ando,S.,

Kanayama,Y.,Asano,S.,Yoshida,S.,Tsushima,S.and…
Hyakumachi.（2014）…Plant…Cell…Rep.…33:…99-110.

　研究担当者（岩本　豊＊、松浦克成、相野公孝）

図 222-１　青枯病発生の推移
（中発生ほ場試験：2012 年）

図 222-2　青枯病発生の推移
（中発生ほ場試験：2013 年）
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　ア　研究目的
　ナス青枯病は、Ralstonia solanacearum によって
引き起こされ、株全体の萎凋や青枯れにより症状が
激しいと枯死する土壌病害である。現在のところ有
効な防除手段としてクロルピクリン剤による土壌消
毒があるが、都市近郊農業である埼玉県ではこの手
段がとれない場合が多い。耕種的防除としては抵抗
性台木品種による接ぎ木が利用されてはいるが、抵
抗性台木接木ナスでも発病する圃場が多い。
　そこで、予め植物に誘導抵抗を付与する新規
候 補 菌 株 資 材 Bacillus 属 菌、PGRP ／ PGPF 菌、
Pecilomyces tenuipes 製剤の抵抗性誘導を利用して、
露地栽培圃場での青枯病に対する防除効果及び有効
性を評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　微生物資材（Bacillus thuringienisis）各種
の効果検討
　　ａ　微生物資材の選抜
　供試資材（処理方法）：①菌根菌＋ PGPF 菌（定
植 5 日前のポット鉢上げ時に 2％土壌混和）、②
Bacillus thuringienisis…serovar…fukuokaensis…B88-82
株及び Bacillus thuringienisis…serovar…sotto…RG1-6
株（吸光度 600nm=…0.2 の菌懸濁液を定植時 100ml
株穴灌注）の処理を行った。
　試験圃場は、青枯病感染のトマトをすき込んで作
成し、すき込み量により 3 段階の汚染区（多、中、
少）を設定した。この圃場に接ぎ木ナス（品種：千
両二号、台木品種：ヒラナス）を 2011 年 7 月 9 日
定植し発病抑制効果を調査した。
　調査項目は、生育時の草丈、収量、発病株率、発
病度＝（∑程度別発病株数×指数÷ [ 調査株数× 4]
× 100）（指数は 0：外観健全、1：株の 1/3 未満の
葉が萎凋、2：株の 1/3 ～ 2/3 の葉が萎凋、3：株の
2/3 以上の葉が萎凋、4：枯死）とし行った。
　　 ｂ　 微 生 物 資 材（Bacillus thuringienisis 等 ）
の追加接種の効果検討
　微生物資材、①菌根菌＋ PGPF 菌（ポット鉢上
げ時に 2％土壌混和）、② Bacillus thuringienisis 
serovar… fukuokaensis…B88-82 株（ 吸 光 度 600nm=…

0.5 の菌懸濁液を定植 5 日前にポット当たり 30ml
灌 注 処 理 ）、 ③ Bacillus thuringienisis…serovar…
fukuokaensis…B88-82 株（吸光度 600nm=…0.5 の菌懸
濁液を定植 5 日前にポット当たり 30ml 灌注処理に
加え、吸光度 600nm=…0.2 の菌懸濁液を定植 14 日
毎に 100ml を株穴に灌注処理）
　試験圃場は予め、クロルピクリン剤で土壌消毒し
た後に、青枯病感染トマトをすき込み、すき込みの
量により中汚染圃場、少汚染圃場とした。この圃場
に接ぎ木ナス（品種：千両二号、台木品種：ヒラナ
ス）を 2012 年 6 月 29 日に定植し発病抑制効果を調
査した。
　調査項目は、生育時の草丈、収量、発病株率、発
病度＝（∑程度別発病株数×指数÷ [ 調査株数× 4]
× 100）（指数は 0：外観健全、1：株の 1/3 未満の
葉が萎凋、2：株の 1/3 ～ 2/3 の葉が萎凋、3：株の
2/3 以上の葉が萎凋、4：枯死）とし行った。
　　ｃ　微生物資材のナスへの影響
　Bacillus fukuokaensis…serovar…B88-82 の細菌懸濁
液（吸光度 600nm=…0.2 となる菌密度）を定植 5 日
前にポット当たり 30ml を灌注し、その後、定植
14 日毎に株当たり 300ml を計 4 回追加接種してナ
スへの影響を調査した。接ぎ木ナス（品種：千両
二号、台木品種：ヒラナス）を用い、ガラス温室
内に 2013 年 7 月 29 日定植し 1 区 4 株（2 連制）と
し、草丈、1 株重量、1 株当たりの収量を調査した。
施肥は N-P2O5-K2O（21-21-19）/10a とし、ナスは 3
本仕立てとした。
　（イ）　微生物資材（Pecilomyces tenuipes 製剤等）
各種の効果検討
　　ａ　ポット試験
　Pecilomyces tenuipes 製 剤、Pecilomyces 
fumosoroseus…strain…Apopka…97 製 剤、Beassiana 
bassiana 製剤の 1,000 倍液を径 15㎝ポットに灌注し
た。栽培したポット土壌は青枯病汚染土を容量の
10％を混和したものを用い、更に定植 8 日後には
青枯病菌懸濁液（約 108…cfu/ml）を 50ml 灌注した。
ナス（品種：千両二号）の自根栽培で行い、発病株
率及び発病度（∑程度別発病株数×指数÷ [ 調査株
数×４]）× 100（指数は、0：無病徴、1：葉の黄

第３章 　選抜された微生物資材のナス圃場における有効性の評価
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化、2：一部に萎れ、3：全体に萎れ、4：枯死）を
算出した。
　　ｂ　圃場試験
　Pecilomyces tenuipes 製剤 500 倍液、Pecilomyces 
fumosoroseus…strain…Apopka…97 製剤 1,000 倍液を定
植 5 日前にポット当たり 30ml を灌注し、その後、
定植してから 14 日毎に同希釈倍率で株元に 300ml
を灌注した追加接種は計 4 回行った。圃場は、クロ
ルピクリン剤で土壌消毒した後、青枯病感染トマト
をすき込み、汚染程度を中、少汚染とした。ナスは
接ぎ木（品種：千両二号、台木品種：ヒラナス）を
用い、2013 年 7 月 29 日に定植した。調査項目は、
生育時の草丈、収量、発病株率、発病度（∑程度別
発病株数×指数÷ [ 調査株数×４]）× 100　（数値
は 0：外観健全、1：株の 1/3 未満の葉が萎凋、2：
株の 1/3 ～ 2/3 の葉が萎凋、3：株の 2/3 以上の葉
が萎凋、4：枯死）とした。収量は、上物と下物を
分けて果実個数及び果実重量を上物と下物に分け、
定植 16 日後～ 57 日後まで行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　微生物資材（Bacillus thuringienisis 等）
各種の効果検討
　　ａ　微生物資材の種類の検討
　試験期間中、集中豪雨の影響により汚染程度によ
る効果が不明瞭であり、試験区 1 と 2 としての効
果を調査した。菌根菌＋ PGPF 菌、RG1-6 株は定
植 45 日後まで発病を抑止したが、効果は持続せず
定植 70 日後には発病度は無接種区と同程度であっ
た。B88-82 株は発病を抑制している区が多く、特
に試験区 2（南側）は抑制効果が高かった（図 23-
1）。菌根菌＋ PGPF 菌の処理は、ナスの初期生育を
抑制したがその後回復した（データ略）。
　　ｂ　微生物資材の追加接種の効果
　菌根菌＋ PGPF 菌と B88-82 株の１回接種の発病
度は無処理区と差がなかったが、B88-82 株の追加
接種は、発病度を低く抑え定植 61 日後でも防除価
59 と高い値が得られた（図 23-2）。発病程度を低減
したことにより収量が無処理区と比べ約 25％増加
した（図 23-3、図 23-4）。B88-82 株の追加接種を
4 回行った場合では、草丈は無処理と比べてやや低
くなったが、1 株重量及び１株収量はやや増加した

（表 23-1）。

　（イ）　微生物資材（Pecilomyces tenuipes 製剤等）
各種の効果検証
　　ａ　微生物資材のポット試験での効果
　Beassiana bassiana 製 剤 1,000 倍 処 理 は、 定 植
23 日には発病し、定植 38 日後には発病株数が
無処理区より多くなった。P．tenuipes 製剤、P．
fumosoroseus 製剤の 1,000 倍処理は、定植 38 日後
まで発病株数が少なく発病度も低かった（表 23-
2）。
　　ｂ　微生物資材の圃場での効果
　圃場では、雷雨及び台風の影響により、定植
23 日以降には発病度が高い条件になった。P．
fumosoroseus 製剤は定植 16 日から無処理区より発
病度が高く、37 日後からは発病度がやや低くなり、
さらに追加接種により発病の抑制が見られた。P．
tenuipes 製剤は無接種区の比べ有意差は認めれれな
かったものの定植 51 日まで無処理区より低い発病
度を維持した（図 23-5）。発病の程度を抑制したこ
とから収量が約 37％増加した（図 23-6）。

　エ　考　察
　（ア）　微生物資材（Bacillus thuringienisis 等）各
種の効果検討
　汚染程度の異なる圃場を設けた、いずれの圃場
でも無処理区の発病度は 50 ～ 100 の高い条件下と
なった。その条件下において微生物資材菌根菌＋
PGPF 菌、B88-82 株、RG1-6 株処理は、定植後 45
日までは効果が得られたが、定植後 70 日後には効
果が低くなった。十分な効果を得るためには栽培期
間中の追加接種が必要であると考えられた。
　追加接種の効果では、少汚染圃場において B88-
82 株の定植 5 日前 30ml 灌注処理に定植後 14 日後
毎に追加接種（計 4 回）を行うことにより青枯病発
生を抑制する効果が持続し収量が増加が可能であっ
た。圃場レベルでは再度抵抗性誘導を引き起こすた
めには追加接種が必要であることが明らかになっ
た。また、追加接種による影響は、施設内栽培のナ
スに対して影響を及ぼさないことが明らかになっ
た。
　（イ）　微生物資材（Pecilomyces tenuipes 製剤）各
種の効果検証
　 ポ ッ ト 試 験 に お い て P．tenuipes 製 剤、P．
fumosoroseus 製剤は、定植 38 日後まで発病株数が
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少なく発病度も少ないことから青枯病に対して有用
な微生物資材と考えられた。
　圃場試験で降雨により発病度が高い条件下であっ
たが、P．tenuipes 製剤区は発病を抑制する傾向が
認められ収量も多かった。今後、土壌水分の影響の
少ない条件下での効果を検証し、露地栽培での利用
できると考えられた。

　オ　今後の課題
　ナス科青枯病は難土壌病害であり、ナスの抵抗性
誘導を誘発する微生物資材は有用である。しかし、
微生物資材の効果が持続しない理由として、青枯病
は地温や水分と深い関係があり地温が 25 ～ 30℃で
激しく発病し、更に過剰な土壌水分は発病やその後
のまん延を助長する（田部井ら 1））ことから、露地
栽培において雷雨や台風により土壌水分が高くなっ

図 23-１　各種資材処理区のナス青枯病の発病程度（2011 年）

図 23-2　B88-82 株の追加接種におけるナス青枯病発病度（2012 年）（バーは標準誤差）
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表 23-１　BT fukuokaennsis…B88-82 株のナスの生育及び収量に対する影響

注）＊定植後 85 日後調査　　　　　＊ 263 日間収穫調査

表 23-2　ナス青枯病に対する Pecilomyces 製剤等の効果（ポット試験）

図 23-3　B88-82 株の追加接種による発病抑制効果
（2012 年）（左：追加接種区、右：無処理区）

図 23-4 　各区のナスの収量…（2012 年 7 月 14 日～ 8 月
24 日）　（バーは標準誤差）

図 23-５　ナス青枯病に対する Pecilomyces 製剤の効果（圃場試験）（バーは標準誤差）
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た場合には、抵抗性誘導が十分に発揮できないこと
が考えられる。今後は、土壌水分が高い条件下で効
果の得られる接種方法の確立が必要であると考えら
れた。

　カ　要　約
　（ア）　圃場試験において Bacillus thuringienisis 
fukuokaennsis…serovar…B88-82 株の定植 5 日前と定
植後 14 日毎の計 4 回接種は、青枯病の発病を抑制
し有効であった。

　（イ）　圃場試験において Pecilomyces tenuipes 製
剤の定植 5 日前と定植後 14 日毎の計 4 回接種はナ
ス青枯病を抑制する傾向が認められた。

　キ　引用文献
… １）田部井英夫ら（1991）作物の細菌病 . 日本植物

防疫協会，東京 .…p181.

　研究担当者（庄司俊彦＊、植竹恒夫、宇賀博之）

図 23-６　各処理区におけるナスの収量
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　ア　研究目的
　植物に病害抵抗性を誘導する新規微生物資材の利
用技術を開発するため、選抜された Bacillus 属細
菌菌株及び市販されている微生物資材の圃場におけ
るトマト青枯病に対する有効性を評価する。

　イ　研究方法
　（ア）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
Bacillus thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6 株（以下、
RG1-6）のトマト青枯病に対する防除効果の検討
　　ａ　RG1-6 の培養菌液の土壌灌注処理によりト
マト青枯病に対する防除効果を評価した。
　　（ａ）　試験場所：山形県農業総合研究センター
園芸試験場園芸環境部ビニルハウス
　　（ｂ）　試験実施期間：2012 年～ 2013 年
　　（ｃ）　供試品種：りんか 409（自根）
　　（ｄ）　供 試 菌 株：Bacillus thuringiensis 
serovar…sotto…RG1-6 株
　　（ｅ）　区制：1 区 8 株、2 反復、土壌中の青枯
病菌の汚染程度により少発生～甚発生の圃場区を設
定。
　　（ｆ）　耕種概要：
　　　①　2012 年：畝幅 100cm、株間 40cm、播
種：3 月 23 日（クレハ園芸培土）、鉢上げ：4 月 13
日　10.5cm ポット（げんきくん特号）、定植：5 月
9 日　2 条 植 え、 施 肥：14-26-14（N-P-K）kg/10a

（エコロング 424-100、苦土重焼燐）
　　　②　2013 年：畝幅 130cm、株間 30cm、播
種：4 月 5 日（ニッピ園芸培土 1 号）、鉢上げ：
4 月 27 日　9.0cm ポット（げんきくん特号）、定
植：5 月 24 日　2 条植え、施肥：17-14-17（N-P-K）
kg/10a（エコロング 424-140）
　　（ｇ）　処理方法：
　　　①　RG1-6 定植前灌注処理：供試菌株を 2 日
間培養し、滅菌水で OD600＝0.5 に調整した菌液を
定植 5 日前にポット１鉢当たり 30ml 灌注した。
　　　②　RG1-6 追加灌注処理：上記①の定植前
灌注処理に加え、定植から 2 週間おきに OD600＝0.2
に調整した菌液を株当たり 100ml 株元灌注した。

　　（ｈ）　調査方法：定植後から約 1 か月ごとに発
病程度別に全株を調査し、発病株率及び発病度を算
出した。
　発病度＝∑（程度別発病株数）×指数× 100/（調
査株数）× 4
　発病程度　0：発病なし、1：株の 1/3 未満の葉に
しおれ、2：株の 1/3 ～ 2/3 の葉にしおれ、3：株の
2/3 以上の葉にしおれ、4：枯死
　（イ）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における市
販微生物資材（以下、Paecilomyces…製剤）のトマ
ト青枯病に対する防除効果の検討
　　ａ　Paecilomyces…製剤液の土壌灌注処理及び
散布処理によりトマト青枯病に対する防除効果を評
価した。
　　（ａ）　試験場所：山形県農業総合研究センター
園芸試験場園芸環境部ビニルハウス
　　（ｂ）　試験実施期間：2013 年
　　（ｃ）　供試品種：りんか 409（自根）
　　（ｄ）　供試薬剤：
　　（ｅ）　区制：1 区 8 株、2 反復、土壌中の青枯
病菌の汚染程度により多発生～甚発生の圃場区を設
定。
　　（ｆ）　耕種概要：（ア）に準じる。
　　（ｇ）　処理方法：Paecilomyces tenuipes 乳剤

（商品名：ゴッツ A）
　　　①　Paecilomyces…製剤灌注処理：500 倍希釈
薬液を定植 5 日前にポット１鉢当たり 30ml 灌注し
た。さらに定植から 2 週間おきに同濃度薬液を株当
たり 100ml 株元灌注した。
　　　②　Paecilomyces… 製剤散布処理：上記①の
希釈薬液を定植 5 日前と定植後 2 週間おきに株全体
に十分量散布した。
　　（ｈ）　調査方法：（ア）に準じる。

　ウ　研究結果
　（ア）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
RG1-6 のトマト青枯病に対する防除効果の検討
　　（ａ）　2012 年試験
　無処理区の発病度が 48.4（少発生区）の条件下で

第４章 　選抜された微生物資材の寒冷地トマト圃場における有効性の
評価
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は、RG1-6 追加灌注処理区は、最終調査時まで無処
理区に比べ発病程度は低かった（図 24-1）。発病度
が 62.5（中発生区）の条件下では、RG1-6 定植前灌
注処理区は発病程度が高くなったが、定植後 2 週間
おきに追加灌注することにより発病程度が軽減され
た（図 24-2）。
　　（ｂ）　2013 年試験
　無処理区の最終発病度が 84.4 の多発生条件下に
おいては、無処理区が定植後から短期間で発病程度
が高くなったのに対し、RG1-6 追加灌注処理区は調
査期間を通じて発病度が低く、一定の防除効果が認
められた（図 24-3）。一方で、発病度が 93.8 の甚発
生条件下では、RG1-6 追加灌注処理区は無処理区と
比較すると発病度はやや低いが、十分な防除効果は
認められなかった（図 24-4）。
　（イ）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における

Paecilomyces…製剤のトマト青枯病に対する防除効
果の検討
　無処理区最終発病度が 84.4（多発生）において
は、Paecilomyces…製剤の散布処理区は無処理区と
同程度の発病が見られ、防除効果は認められなかっ
た。一方で、Paecilomyces… 製剤の灌注処理区は、
調査期間中を通じて発病程度が低く、防除効果が確
認された（図 24-5）。発病度が 93.8 の甚発生条件下
では、Paecilomyces…製剤の灌注処理区は、無処理
区と比較すると発病度はやや低いが、全般に発病度
が高かった（図 24-6）。

　エ　考　察
　（ア）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
RG1-6 のトマト青枯病に対する防除効果の検討
　トマト青枯病菌の菌密度が比較的低い圃場条件下

図 24-１ 　少発生圃場における RG1-6 処理によるトマ
ト青枯病発病抑制効果（2012 年）

図 24-2 　中発生圃場における RG1-6 処理によるトマ
ト青枯病発病抑制効果（2012 年）

図 24-3 　多発生圃場における RG1-6 処理によるトマ
ト青枯病発病抑制効果（2013 年）…

図 24-4 　甚発生圃場における RG1-6 処理によるトマ
ト青枯病発病抑制効果（2013 年）
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では、RG1-6 の培養菌液を定植 5 日前のトマト苗に
灌注処理を行った後、圃場に定植することで青枯病
の発病を低く抑えることができることが明らかと
なった。RG1-6 を処理したトマト苗では、LePR-1、
LePR-4 等の防御関連遺伝子の発現が確認されてお
り、植物体に対して病害抵抗性を誘導することで、
青枯病菌の感染・発病を抑制していると考えられて
いる 1,2）。また、病害抵抗性遺伝子の発現は RG1-6
の処理後 10 日頃をピークに減少することが明らか
にされており、青枯病菌の汚染程度が高い圃場条件
では、定植前処理のみを行った区では、経時的に発
病程度が高くなったと推測される。一方で、定植後
2 週間おきに追加灌注処理を行った区では、引き続
き発病を低く抑えることができた。そのため、発病
抑制効果を持続させる方法として、定植後 2 週間お
きの RG1-6 追加処理は有効であると思われる。
　（イ）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
Paecilomyces…製剤のトマト青枯病に対する防除効
果の検討
　Paecilomyces…製剤を定植 5 日前にトマト苗に灌
注処理することで、定植後の青枯病の発生が抑えら
れた。Paecilomyces…製剤の成分菌体及び培養菌液
が青枯病菌に直接抗菌活性を示さないことが明らか
にされており、処理後の苗に LePR-1、LePR-4 等
の防御関連遺伝子の発現誘導が確認されている。こ
のことから、Paecilomyces…製剤を処理したトマト
苗のトマト青枯病に対する防除効果は病害抵抗性
誘導によるものと推測される。また、Paecilomyces 

製剤による防御関連遺伝子の発現誘導は、散布処理
によっても起こることが明らかにされており、ポッ
ト試験レベルでも青枯病に対する防除効果が示され
ている。しかしながら、多発生及び甚発生の圃場条
件下では、灌注処理が一定の防除効果が認められた
のに対し、散布処理では防除効果は認められなかっ
た。今後、Paecilomyces…製剤の処理方法の違いに
よる防御関連遺伝子の発現量の差等を調査するとと
もに、青枯病菌の菌密度の低い圃場条件下での防除
効果の検証を行っていく必要があると考えられる。

　オ　今後の課題
　（ア）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
RG1-6 のトマト青枯病に対する防除効果の検討
　RG1-6 の処理に当たっては、菌株の培養、培養菌
液の濃度調製が必要であり、時間と労力を要する。
これらを簡略化するためにも PG1-6 の製剤化が望
まれる。また、定植後の追加灌注については、株元
灌注処理を実施したが、生産規模が大きい場合は実
施が困難である。そのため、灌水設備を利用した菌
液（薬液）処理等、実用場面を想定した処理方法に
ついても更なる検討が必要である。
　（イ）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
Paecilomyces…製剤のトマト青枯病に対する防除効
果の検討
　 甚 発 生 及 び 多 発 生 の 圃 場 条 件 下 で は、
Paecilomyces…製剤の灌注処理と比較して散布処理
は、トマト青枯病に対する防除効果が十分得られな

図 24-５ 　多発生圃場における Paecilomyces…製剤処理
によるトマト青枯病発病抑制効果

図 24-６ 　甚発生圃場における Paecilomyces…製剤処理
によるトマト青枯病発病抑制効果
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かった。青枯病菌の菌密度が低い圃場条件下での防
除効果を検証し、散布処理の適用範囲を把握するこ
とが望まれる。また、灌注処理においては、PG1-6
と同様に簡便な処理方法による防除効果の検証が必
要である。

　カ　要　約
　（ア）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
RG1-6 のトマト青枯病に対する防除効果の検討
　RG1-6 の培養菌液を定植 5 日前にトマト苗に灌注
処理を行った後、圃場に定植することで青枯病の発
病を抑えることができた。さらに定植後 2 週間おき
に追加灌注処理することで防除効果が持続できた。
　（イ）　寒冷地トマト圃場（夏秋栽培）における
Paecilomyces…製剤のトマト青枯病に対する防除効
果の検討
　Paecilomyces…製剤の定植 5 日前灌注処理と定植
後 2 週間おきの追加灌注処理により、トマト青枯病
に対する防除効果が確認された。同様に散布処理を

行ったところ、甚発生及び多発生の圃場条件下では
十分な防除効果は得られなかった。

　キ　引用文献
… 1）Hyakumachi,…M.,…Nishimura,…M.,…Arakawa,…

T. ,… Asano,… S. ,Yoshida,S. ,Tsushima,… S.… and…
Takahashi,H.（2013）… Bacillus thuringiensis…
suppresses… bacterial…wilt… disease… caused… by…
Ralstonia solanacearum…with…systemic… induction…
of… defense-related…gene…expression… in… tomato.…
Microbes…Environ.…28:…128-134.

… 2）… 高橋英樹・荒川竜行・西村光由・安藤杉尋・
吉田重信・對馬誠也・百町満朗…（2013）…Bacillus 
thuringiensis subsp.sottoを施用したトマトの各組
織における PR‐1 遺伝子発現の比較解析 . 日植病
報…79：25.…

　研究担当者（後藤新一＊、安藤隆之）
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　ア　研究目的
　農作物の土壌病害の発生には、病原微生物の圃場
内における存在や気象条件以外に、これまでは土壌
の理化学性の関連することが多くの病害で古くから
知られている。一方、病害発生と土壌の生物性との
関連については、近年開発された変性剤濃度勾配ゲ
ル電気泳動（PCR-DGGE）による土壌微生物相の
標準的解析法（大場・岡田 1）、森本・星野 3））によ
り、幾つかの知見が得られ始めてきている（藤永
ら 2）、長瀬ら 4）、関口 5）、浦嶋ら 6））。しかし、その
知見は未だ限られている状況であり、本プロジェク
トで対象とするナス科作物の土壌病害では不明とす
る部分が多く残っている。さらに、本プロジェクト
で見出すナス科作物の各種土壌病害に対して有効な
微生物株の有効性や抑制効果の強弱が土壌の生物
性（細菌相、糸状菌相）の状態に影響を受けている
可能性についても未解明である。そこで、本研究で
は、選抜された各微生物株の効果の変動に土壌生物
性の状態が関連するかどうかを解明するために、第
2 編の発病抑制試験に用いた各圃場の土壌における
微生物相を PCR-DGGE により解析し、発病程度と
の関係を調べ、その特徴を明らかにすることを目的
とした。さらに、本研究で得られた結果も踏まえ、
選抜微生物株の効果的な利用法を提示するため、有
効性の変動要因や土壌の種類、発病度と防除価の関
係等を選抜微生物株ごとに総合的に取りまとめ、整
理化することも目指した。

　イ　研究方法
　（ア）　供試土壌の採取
　第 2 編の各章で示した各病害発生圃場、すなわ
ち、トマト萎凋病発生圃場（奈良県農業研究開発
センター内：灰色低地土）、トマト青枯病発生圃場

（兵庫県立農林水産技術総合センター内：黄色土及
び山形県農業総合研究センター園芸試験場内：褐色
低地土）、ナス青枯病発生圃場（埼玉県農林総合研

究センター内：灰色低地土）、トマト根腐萎凋病発
生圃場（兵庫県立農林水産技術総合センター内：黄
色土）から、苗の定植前の時期に圃場内の各試験区
内の非根圏土壌を採取し（表 31-1）、土壌微生物相
の標準的解析マニュアルに基づき、5 点法により採
取した。採取後は、同上マニュアルに従い各土壌か
ら土壌 DNA を抽出・調製した。
　（イ）　PCR-DGGE 及びバンドパターンの解析
　抽出 DNA を用い、同上マニュアルに従い PCR-
DGGE により糸状菌相及び細菌相を解析した。す
なわち、泳動後の各 DGGE ゲルは、SYBR…Green…
I で染色後、モレキュラーイメージャー FX（BIO-
RAD 社製）でバンドパターンを画像化し、その後、
画像を解析ソフト GelCompar…II…v.5.1（Fingerprint…
and…Gel…Analysis…Software，Applied…Maths 社製）
を用いて、各 DGGE バンドの相対強度（各サンプ
ルで出現したバンド全体の強度に対する相対的な強
度）を数値化し、これを基に糸状菌相及び細菌相そ
れぞれの多様性指数（シャノン - ウィーバー [H’]、
シンプソン [D]、リッチネス [R]）をフリー統計ソフ
ト R で算出した。こうした多様性指数の数値と各
採取土壌試験区での病害の発生程度（発病度）との
関連性（相関）を病害毎に調べ、発病程度との関連
性のある生物性要因を抽出した。

　ウ　研究結果
　（ア）　…トマト萎凋病発病圃場における解析
　3 年間の試験を通して解析した結果、圃場内の無
処理区の発病度と細菌相の三つの多様性指数（H’,…
D,…R）とはいずれも負に相関する傾向が見られ、3
年間のデータ（n=26）を統合して解析した結果で
は、H’とでは r…= －0.72、D とも r…= －0.72、R と
では r…= －0.69 の相関係数（P<0.05）を持つ関係で
あった（図 31-1）。一方、糸状菌相との関連につい
ては、R において発病度と中程度の負の相関関係を
示す年もあったが、年次間の変動が大きく、一定の

第３編 　土壌微生物相の解析と生物資材の有効活用法の開発

第１章 　PCR-DGGE による土壌微生物相の解析と資材の有効活用法
の開発
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傾向は認められなかった。なお、バンド中の萎凋病
菌に相当するバンドの相対強度は発病程度と正に相
関する傾向が認められた。次に、本病に対しては、
Bacillus thuringiensis…serovar… fukuokaensis…B88-82
株で発病抑制効果が見られたが、本微生物株の処理
区の土壌の生物性と発病程度の関係を調べた（追加
処理区、1 回処理区、カルシウム資材併用処理区を
統合して解析）結果では､ 無処理区の土壌と同様の
傾向が見られ、特に細菌相の多様性指数とは 3 年間
のデータ（n=16）を併せて解析した結果では、H’
とでは r…= －0.62、D とでも r…= －0.62、R とでは r…
= －0.63 の相関係数（P<0.05）を持つ関係であった

（図 31-2）。
　（イ）　トマト青枯病発病圃場における解析
　兵庫県の圃場における解析では、3 年間のデータ
が蓄積された B.thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6
株処理区（追加処理区と 1 回処理区を統合）におい

て、全データ（n=13）で解析した結果、定植前土
壌の細菌の多様性と当該年度の発病度との間で負の
相関（相関係数ｒ =…H’, －0.60…;…D, －0.62…;…R, －0.56）

（P<0.05）が認められた（図 31-3）。また、無処理
区においても、細菌多様性と発病度は同様の負の相
関（相関係数ｒ =…H’, －0.70… ;…D, －0.76… ;…R, －0.59）

（P<0.05）を示した。その一方、山形県の圃場にお
ける解析では、2 年間のデータが蓄積された無処理
区及び RG1-6 株処理区において、全データ（n=8）
で解析した結果、当該年度の発病度と明確な相関を
示す定植前土壌の生物性は認められなかった。
　（ウ）　ナス青枯病圃場及びトマト根腐萎凋病圃場
における解析
　ナス青枯病圃場における解析では、3 年間のデー
タが蓄積された B88-82 株処理区（追加処理区と
1 回処理区を統合）及び無処理区において、3 年
分のデータ（n=23）で解析した結果、細菌及び糸

表 3１-１　各病害発生圃場における土壌の採取時期（月日）

図 3１-１ 　 ト マ ト 萎 凋 病 発 生 圃 場 の Bacillus 
thuringiensis serovar fukuokaensis B88-82 株処
理区における定植時の土壌細菌相と発病度と
の関係（3 年間の調査データを統合して解析）

図 3１-2 　トマト萎凋病発生圃場の無処理区における
定植時の土壌細菌相と発病度との関係（3 年間
の調査データを統合して解析）
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状菌の多様性と発病度との間ではいずれも明確な
相関関係は認められなかった。また、トマト根腐
萎凋病における解析でも、発病抑制効果のあった
Paenibacillus sp.…42NP7 株と G. mosseae 併用処理
区及び無処理区のそれぞれにおいて、2 年間のデー
タ（n=18）を通算して解析した結果では、細菌及
び糸状菌多様性と明確な関係性は認められなかっ
た。　
　（エ）　利用マニュアルの作成……
　上記で明らかにした土壌生物性による効果の変動
要因の知見も含め、プロジェクトで選抜した微生物
株の特徴、培養法や効果的な処理法、圃場試験方法
や結果の実例、発病抑制メカニズム等を取りまとめ
た「ナス科作物の土壌病害に対する Bacillus 属等微
生物の効果的活用マニュアル」を作成した（図 31-
4）。すなわち、3 年間の各研究成果を基に、トマ
ト青枯病に対しては B.thuringiensis…serovar…sotto 
RG1-6 株及び Paecilomyces tenuipes 製剤、トマト
萎凋病及びナス青枯病に対しては B.thuringiensis 
serovar… fukuokaensis…B88-82 株、…トマト根腐萎凋病
に対してはPaenibacillus…sp.…42NP7株…とG.mosseae
の併用処理の四つを生物防除資材開発のための有望
株として絞り込み、マニュアルではそれぞれの株毎
に上述の各項目を記載した（図 31-4）。

　エ　考　察
　本研究では、選抜された各微生物株の効果の変動
に土壌生物性の状態が関連するかどうかを解明する
ことを目的に、土壌の PCR-DGGE 解析に基づく細
菌相・糸状菌相と発病程度の関係性を調べた。その
結果、幾つかの病害に対しては発病程度と関連しう
る生物性要因があることが明らかとなった。すなわ
ち、トマト萎凋病発生圃場及び兵庫県のナス青枯病
発生圃場における発生程度と定植前土壌の細菌相の
多様性との関係性では、有意な負の相関が見られ
た。さらに、こうした関係性は各圃場の無処理区に
おける発病程度と細菌相の多様性でも同様であっ
た。これらのことは、これら病害に対しては土壌の
細菌相の多様性が発病に何らかの形で関わってお
り、その関与は微生物株の効果にも同様に関わって
くる可能性を示唆するものである。しかし、山形県
のトマト青枯病発生圃場における解析は、兵庫県内
の圃場での結果とは異なり、土壌生物性要因との明
瞭な関係性は認められなかった。これは、両圃場で
は土壌タイプの相違や土壌の理化学性が異なる可能
性、作型やトマト品種の病害感受性程度が異なるこ
とに起因しているかもしれない。本研究では、あく
までも土壌の生物性だけに着目し、その他の要因を
排除して発病程度と関係性を調べたため、今後は調
査圃場や調査点数を増やすだけでなく、これらの他

図 3１-3 　トマト青枯病発生圃場（兵庫県）の Bacillus thuringiensis…serovar…sotto…RG1-6 株処理区における定植時
の土壌細菌相と発病度との関係（3 年間の調査データを統合して解析）
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要因も加味した関連性の解析を行い、生物性要因の
インパクトをより詳細に評価する必要がある。ま
た、その他の病害発生圃場において、その発病程度
と土壌生物性の関連について、複数年にわたる解析
を通じ、再現性がありかつ顕著な関係性は認められ
なかった。このことから、これら病害に対する微生
物株の抑制効果と土壌生物性の関係については明確
な関連性はなく、その他の要因が微生物株の抑制効
果に関係している可能性が考えられる。
　今回作成した「ナス科作物の土壌病害に対する
Bacillus 属等微生物の効果的活用マニュアル」は、
選抜した 4 種類の微生物株の更なる実証試験に役立
てられることを目的に作成されたものである。これ
ら微生物株が農薬として登録されるためには、製剤
化や安全性の評価に加え、圃場等における薬効 ･ 薬
害試験の実証例数の確保が求められる。こうした実
証を行う際の参考として活用されることに期待した
い。

　オ　今後の課題
　今回関係性が示された病害における土壌細菌相の
多様性と発病度の関係については、土壌タイプや作

型が同じ条件での異なる圃場やそれらが異なる他圃
場での再現性をさらに確認し、土壌細菌相の多様性
の微生物株の抑制効果や発病程度に与えるインパク
トを明らかにする必要がある。選抜微生物を活用し
た微生物農薬開発のためには、マニュアル等を活
用して農薬メーカー等にも成果を PR する必要があ
る。　

　カ　要　約
　各試験圃場の土壌で栽培された作物の病害発生
程度と関連性のある PCR-DGGE に基づく生物性要
因（微生物多様性指数等）を調べた。その結果、ト
マト青枯病に対する RG1-6 株処理、トマト萎凋病
に対する B88-82 株処理において、定植前の土壌細
菌多様性程度と発病程度に負の関連性があること
を明らかにした。このことから、これら微生物株
の防除効果は、定植前の土壌細菌の多様性程度に
よって影響を受ける可能性を明らかにした。また、
各課題の 3 年間の成果を基に、RG1-6 株、…B88-82
株、…Pecilomyces tenuipes 製 剤、Paenibacillus…sp.…
42NP-7 株及び G.mosseae の併用処理の四つを生物
防除資材開発のための選抜菌株として、これらの選

図 3１-4　「ナス科作物の土壌病害に対する Bacillus 属等微生物の効果的活用マニュアル」の表紙と目次
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抜株の今後の更なる実証試験に役立てるために、各
課題で行った処理条件の検討結果、圃場での実証
試験方法及び結果、発病抑制メカニズム等につい
て取りまとめた「ナス科作物の土壌病害に対する
Bacillus 属等微生物の効果的活用マニュアル」を作
成した。
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　ア　研究目的
　選抜菌の有効性の変動要因を解明に資するため、
圃場での有効性試験を行った各種土壌に適したマイ
クロアレイを開発し、それにより土壌微生物相を解
析する。

　イ　研究方法
　（ア）　微生物相解析用 DNA マイクロアレイは、
データベース登録時配列情報を主な配列ソースと
して設計した合計 3,387 本のオリゴヌクレオチドプ
ローブを SPBIO（日立ソフト）により DNA マイ
クロアレイ用スライドガラス（松浪硝子）にスポッ
ト後固定し作製した 1）。土壌 DNA を鋳型として、
16SrDNA 領域を PCR によって増幅後、ビオチン
ラベル体を調製し、DNA マイクロアレイを用いて
土壌細菌の検出を行った。
　（イ）　土壌サンプルとしては、2011 年度及び 2012
年度に、埼玉圃場（ナス青枯病、84 サンプル）、山
形圃場（ナス青枯病、16 サンプル）兵庫圃場（青枯
病、93 サンプル）、兵庫圃場（トマト萎凋、81 サン
プル）及び奈良圃場（トマト萎凋病、96 サンプル）
の各圃場において採取された土壌から抽出された
土壌 DNA サンプル、合計 356（表 32-1 参照）サン
プルを農業環境技術研究所より分与していただき、
DNA マイクロアレイを用いて土壌細菌を検出した。

　（ウ）　DNA マイクロアレイデータの統計処理：
得られた DNA マイクロアレイによる土壌微生物相
データに統計的処理を加えて正規化した後、多様性
指数と発病度の相関などの解析を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　土壌微生物相解析用 DNA マイクロアレイ
解析システムの構築と検証
　土壌微生物相解析用 DNA マイクロアレイ作製の
ため、NCBI データベースに登録されている基準株
4,370 株の塩基配列データ及び土壌微生物から決定
した塩基配列解析データ9,920シーケンスを用いて、
16S…rDNA 中の可変領域（V2 と V3 領域）におい
て設計した結果、特異性を示すと推定されるプロー
ブ配列として、3,387 シーケンスを抽出した。これ
らは、少なくとも 801 属 2,476 種に対応している。
これらプローブを固定した DNA マイクロアレイを
用いて、土壌 DNA から調製したラベル体をハイブ
リダイゼーションさせたところ、数百個のシグナル
を検出することが判明し、土壌微生物相の解析に使
用可能であると判断した（図 32-1）。
　異なる圃場において採取された土壌から抽出され
た DNA を用いて調製したラベル体を用いて DNA
マイクロアレイ解析を行った結果、図 32-2（左）
に示したように、それぞれの土壌において特徴的な

第２章 　土壌微生物相解析用 DNA マイクロアレイの作成と土壌微生
物相の解析

図 32-１　土壌微生物相解析用 DNA マイクロアレイの構築と検証
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シグナルが検出されること、また、検出された微生
物のシグナルを数値化した後比較した場合にも、土
壌間の相違点が検出される（図 32-2（右））ことが
明らかとなった。以上のことから、作成した土壌微
生物相解析用 DNA マイクロアレイによって、土壌
微生物の多様性の解析が可能であると判断できた。
　（イ）　土壌サンプルとしては、2011 年度及び
2012 年度に、埼玉圃場（ナス青枯病、84 サンプル）、
山形圃場（ナス青枯病、16 サンプル）兵庫圃場（青
枯病、93 サンプル）、兵庫圃場（トマト萎凋、81 サ
ンプル）及び奈良圃場（トマト萎凋病、96 サンプ
ル）の各圃場において採取された土壌から抽出さ
れた土壌 DNA サンプル、合計 356（表 32-1）サン

プルを農業環境技術研究所より分与していただき、
DNA マイクロアレイを用いて土壌細菌を検出した。
　（ウ）　土壌 DNA から得られた DNA マイクロア
レイデータを用いて、まず、検出される微生物シグ
ナル数を求め、次に、それらのシグナル値を微生物
存在量と仮定して、Simpson 多様度指数と Shannon
多様度指数を算出した。その際、検出される微生物
シグナルのカットオフ値を 2 種類設定したことによ
り、各多様度指数は 2 種類算出された。これら 3 種
類の多様度指数（検出微生物数、Simpson 多様度指
数及び Shannon 多様度指数）の算出により、DNA
マイクロアレイデータを用いた土壌微生物相と発病
度の相関性の検討が可能になった。

図 32-2　土壌微生物相解析用 DNA マイクロアレイ解析系の検証
　　　（左）検出されたシグナル画像
　　　（右）数値化シグナル（点：各微生物の存在量（相対値））

表 32-１　土壌細菌解析相用 DNA マイクロアレイの構築と検証
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　（エ）　兵庫圃場（青枯）の土壌サンプルに関し
て、DNA マイクロアレイ解析から得られる多様性
指数と中間時及び収穫時の発病度の相関を検討した

（表 32-2）。その結果、定植前土壌多様性と中間時
発病度には負の相関が存在することが判明した。ま
た、収穫時土壌多様性と収穫時発病度に負の相関が
認められた（図 32-3）。
　（オ）　埼玉圃場（青枯）の土壌サンプルに関し
て、同様の解析を行った（表 32-3）。埼玉圃場サン
プルでは、発病度と有意に関連を示す指数は検出さ
れなかったが、中間時土壌サンプルにおける多様性
指数と最終発病度には、弱いながら負の相関傾向が
認められた（図 32-4）。また、定植時、中間時、収
穫時の土壌サンプル中の多様性変化を検討したとこ

ろ、埼玉圃場では、栽培に従って多様性が低下する
ことが判明した（図 32-5）。
　（カ）　奈良圃場（萎凋病）の土壌サンプルの 3 種
類の多様性指数と中間時及び収穫時の発病度の相関
を検討した（表 32-4）が、発病度と有意に相関を
示す指数は検出されなかった。
　（キ）　データ収集を行った全サンプルに関して、
圃場及び栽培時期ごとの多様性指数と発病度の相関
係数を算出した（表 32-5）。圃場や処理区によって、
微生物多様性の度合いが異なることが判明した。
　（ク）　正規化した土壌 DNA マイクロアレイデー
タを用いて、土壌の発病度と相関を示す微生物シグ
ナルの探索を予備的に行った。その結果、発病度と
相関を示す微生物シグナルの存在が明らかとなっ

図 32-3　兵庫圃場（青枯）土壌における多様性指数と発病度の関連
　　　左）定植前多様度と中間時発病度の関連
　　　右）収穫時多様度と収穫時発病度の関連

表 32-3　埼玉圃場（青枯）土壌における多様性指数と発病度の相関

表 32-2　兵庫圃場（青枯）土壌における多様性指数と発病度の相関
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た。例として、図 32-6 に兵庫圃場や埼玉圃場にお
いて発病度との相関が見出された微生物シグナルを
示した。

　エ　考　察
　（ア）　DNA マイクロアレイによる土壌微生物相
解析手法を確立し、検証したことにより、DNA マ
イクロアレイによる微生物多様性の解析が可能と
なったと思われる。
　（イ）　土壌微生物と発病度の関連については、数
か所の圃場から採取したサンプルにおいて負の相関
が検出された。これは、微生物多様度の増加により
発病度が低下することを示しており、DGGE で得
られた解析データと一致していた。しかし、DNA
マイクロアレイによって得られた微生物多様度と発
病度に明確な関連が見られないサンプルも多かっ
た。これは、マイクロアレイによる微生物解析は非
常に多種類の微生物を捉えているため、従来の多様
性指数の計算では的確な指数の算出ができないこと
に原因がある可能性あり、今後の課題と言える。

　（ウ）　土壌の発病度と相関を示す微生物シグナル
の探索を行った結果、発病度と正相関を示す微生物
シグナルが検出された。発病度の指標となる可能性
があるが、検討が必要である。

　オ　今後の課題
　本課題では、スライドガラス基板を用いた従来型
の DNA マイクロアレイシステムを使用したが、現
場対応型にするために、より簡便で低コスト DNA
マイクロアレイシステム、もしくは、これに代わる
解析システムの構築が必要である。また、多種類の
微生物を捉える DNA マイクロアレイによるデータ
をより有効に活用するための多様性指数などの算出
アルゴリズムの開発が必要であり、それにより、土
壌診断などへの応用が可能になると思われる。

　カ　要　約
　（ア）　DNA マイクロアレイによる土壌微生物相
解析手法を開発し、土壌微生物相の検出と多様性指
数などの算出が可能となった。

図 32-4 　埼玉圃場（青枯）土壌における多様性指数
と発病度の関連

図 32-５ 　栽培に伴う微生物多様度指数の変化

表 32-4　奈良圃場（萎凋病）土壌における多様性指数と発病度の相関
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表 32-５　各圃場における微生物多様性指数と発病度の相関
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　（イ）　各圃場の土壌サンプルを使用して…DNA マ
イクロアレイによる土壌微生物相解析を行い、デー
タを蓄積した。さらに、DNA マイクロアレイに
よって算出される微生物多様度と発病度の関連につ
いて検討した結果、数か所の圃場において負の相関
が検出された。

　キ　引用文献
… 1）…田代康介・久原哲…（2006）…DNA マイクロアレイの

現状と今後 .…シーエムシー出版（バイオ解析と診断
技術のテーラーメイド医療への応用）,…東京 .…pp.31-
42.

　研究担当者（久原　哲、田代康介＊）

図 32-６　発病度と相関して存在量が変化する微生物
　　　（左）兵庫圃場　（右）埼玉圃場
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