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<総説 >

我が国および北海道における植物病害の発生記録，菌株保存の

現状と「日本植物病名データベース」の活用方法

はじめに

著者は2011年7月(第78巻・第3号)より本誌上

で「北海道で発生した園芸作物の新病害」を発表し

続けており，本号(第80巻・第 4号)で10病害目と

なる。この一連の論文をさらに深く理解していた

だくために，新病害を取り巻く最新事情について

紹介したい。まず， I北海道における新病害」とい

うタイトルで論文を執筆しているが，何を根拠に

新病害であると主張しているかについて説明する。

また， これまで著者は論文の最後に「分離菌株は

農業生物資源ジーンパンクにMAFFOOOとして

寄託登録した」と記載してきたが， この意味およ

び、菌株保存の重要性についても解説する。さらに，

近年，植物病害の発生記録の管理において革命的

な出来事が起こった。それは農業生物資源研究所

による「日本植物病名データベース」の開発であ

る。これらについて，著者の経験を踏まえながら，

植物病理学者およびその他の業務に従事する方の

双方に理解していただけるように解説したい。

1.植物病害の発生記録と菌株保存の現状

1 )圏内および道内における植物病害の発生記録

新病害を発表するにあたり最も重要なことは，

当該病害の発生記録が本当にないかという点であ

る。すなわち，発生記録のある病害を厳密に管理

しているからこそ，新病害と既発生病害を明確に

区分できる。

Current status of occurrence record of plant disease 

and isolate storage in Japan and Hokkaido， and 

practical use method of 'Common Name of Database 

of Plant Disease in Japan' 
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三津知央*

我が国での植物病害の発生記録は日本植物病理

学会が発行している「日本植物病名目録・初版」

にまとめられている(日本植物病理学会 2000)。

それ以降に発表された病害については日本植物病

理学会・病名委員会で審査し， I日本植物病名目

録・追録J(以下，初版と追録を合わせて「病名

目録」と呼称)としてとりまとめ，追録は日本植

物病理学会のホームページ上で公開されている

(http://www.ppsj.org/mokuroku.html)。

北海道における植物病害の発生記録は「北海道

病害虫防除提要(以下:防除提要)J(北海道植物

防疫協会 2004)にとりまとめられている。これら

の病害は，毎年開催される北海道農業試験会議

(成績会議)に提案され，北海道の指導参考事項と

判定された病害である。これらは，北海道病害虫

防除所のホームページ上でも公開されている。

「防除提要」は概ね10年に 1回改訂されるのに対

して，同ホームページは毎年更新されているため，

「防除提要」出版以降に発生した病害についても

閲覧可能である。

しかし，北海道の農業生産現場では，防除提要

に記載されていない病害の発生を自にすることは

珍しいことではない。防除提要では，病名目録に

準拠して，菌の分離・同定，接種による原病徴の

再現試験を実施した病害のみを発生記録として記

載することを認めている。病徴観察により明らか

に新病害であっても，前述の方法で科学的に発生

を証明されていない病害は発生記録として認めら

れない。植物病原菌のなかには，種の同定，接種，

培養が困難で専門家以外には取り扱いができない

病原も多数存在するため，多くの病害が防除提要

未掲載の状態となっている。

一方，成田(1998)は，北海道における植物病害

の発生記録を綿密に調査し， I北海道における農
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作物および鑑賞植物の病害誌(以下:病害誌)Jを

発表した。同書は，成田博士の長年の研究キャリ

アに裏打ちされた貴重な文献である。しかしなが

ら，病害誌には病徴観察のみに基づいて記載され

た病害もあるため，防除提要未記載病害も多く掲

載されている。また，病名目録未記載病害や病名

目録と病名・病原の学名が不一致の病害もあり，

科学的な再検討が必要である。

病害誌の発刊以前は北海道における植物病害の

発生記録は防除提要にすべてとりまとめられてい

た。しかし，現在では防除提要には未記載であり，

病徴観察のみに基づいて病害誌に記載されている

病害については，北海道における発生記録の有無

が暖昧な状態にある。前述の通り防除提要は約10

年に l回改訂されており，現在は2014年版の発行

に向けて改訂作業中である。今回の改訂では，病

害誌に記載されている病害を精査し，発生記録と

して信頼性が高い病害は防除提要に掲載し，北海

道における植物病害の発生記録を再び防除提要に

一本化する予定である。

2)圏内および道総研における菌株の管理・保存

の現状

我が国では，茨城県つくば市の農業生物資源研

究所・ジーンパンク(以下:ジーンパンク)におい

て，植物病原菌を含む微生物，植物，動物の遺伝

資源の収集・保存・評価・配布事業を実施してい

る。ジーンパンクに菌株を提供することを「寄託」

と呼ぶ。寄託菌株はカタログに登録され，保存さ

れるとともに，他の研究者から依頼があれば配布

される。寄託は誰でもでき， しかも無料である。

品種の育成において多様な遺伝資源を保有してい

ることが重要であり，種苗が遺伝資源であること

は誰もが認識している。一方，病原菌も立派な遺

伝資源であることは，一般にはあまり認識されて

いない。多様な病原菌を保有していることが，我

が国の財産であることを強調したい。

著者が所属する北海道立総合研究機構(道総研)

では，中央農業試験場・遺伝資源部において種苗

の遺伝資源を収集・保存している。しかし，病原

菌については組織的な採集・保存システムはなく，

研究者が個人で保存している。病原菌は属毎に保

存方法が異なるとともに，定期的に生存および雑

菌の混入の有無を確認する必要があるため，研究

者が個人で維持できる菌株数には限界がある。そ

こでジーンパンクに菌株を寄託し，菌株保存のプ

ロに保存してもらうことを推奨したい。

3)菌株寄託にあたって具備すべき事項

菌株寄託にあたっては，寄託菌株の分離植物

(可能であれば品種も)，分離時期(年および月)，

分離部位を記載する必要があるため，日頃からこ

れらを記録しておく習t慣をつけておくべきである。

また，単胞子または単菌糸分離を実施したのち，

種の同定および病原性の確認も実施する必要があ

る。例えば，本誌第79巻・第3号で紹介したブロッ

コリー黒すす病の場合， J罷病葉の顕微鏡観察に

より Alternaria属菌の分生子を確認できるため，

すぐに「ブロッコリー黒すす病」と診断でき

る。病名目録には同病の病原菌としてAlternaria

brassicicolaのみが記載されているが， ブロッコ

リー黒すす病の擢病葉から分離した菌株を形態

観察による同定をすることなく A.brassicicol，α 

として寄託すべきではない。形態的に類似した

Alternaria属菌がブロッコリーに感染する可能性

もあるため，必ず種同定を行ってから寄託するこ

とが重要である。
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4)どんな菌株を寄託すべきか

自分が扱っている菌株が寄託に値するほど貴重

な菌株であるどうかの判断は，非常に難しい。新

病害の場合は，寄託する価値があるだけでなく，

寄託することは研究者としての義務である(寄託

していなくても新病害の発表はできるが)。なぜ

なら，その病原の同定方法が正しいか，類似病害

との異同について，他の研究者が検証できるよう

にするためである。我が国では日本植物病理学会

における口頭発表のみで新病害として認められる

ため，病徴写真も菌株も残されていない病害も存

在する。これらについては，他の研究者による検
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証が不可能であるため，新病害としての妥当性に

ついては「迷宮入り」してしまっている。

ジーンパンクに寄託菌株が 1菌株もない病害も

もちろん寄託する価値がある。また，寄託菌株が

あっても北海道産の菌株がなければ，これも十分

な価値がある。著者が寄託したリンゴ炭痘病菌

(MAFF241297)がこれに該当する。

一方，既に多数の菌株が寄託されていても，寄

託が重要な事例を 2つ紹介する。トマト葉かび病

菌は2013年 7月時点で273菌株が保存されている。

1273菌株もあれば，もう採集する必要などない」

と思われる方もいるかもしれないがそうではない。

トマト葉かび病菌は新レースが次々と発生し，近

年は抵抗性遺伝子Cf-4およびCf-9をもっ抵抗性

品種を犯す系統が発生し，問題となっている(窪

田 2009)0 2005年に北海道内各地から分離され

た12菌株(MAFF242556，242557， 242561， 242564 

-242567， 242571-242575)が寄託され(野津

2008)，国内におけるトマト葉かび病のレース分

布の実態調査に大きく貢献した(飯田 2010)。

キュウリ褐斑病菌は現在53菌株が保存されてい

る。著者は本病が北海道で初めて発生した2001年

に，栗沢町(現在:岩見沢市)で分離した菌株を寄

託した (MAFF242309)。その後， 2010年に比布

町で分離した菌株が他の研究者によって寄託され

た(MAFF243039，243040， 243041)。本病は，

薬剤耐性菌が頻繁に発生し栽培上の問題となって

いる (Miyamotoet al. 2009)。そのため，北海

道産の菌株が寄託されていても，両菌株の分離年

時は 9年の違いがあるため，薬剤耐性菌分布の変

遷を研究する上でいずれも重要な菌株である。

以上のように，重要病害であれば北海道産の菌

株は約10年毎に寄託する価値がある。すなわち，

道総研で実施しているほとんどの研究課題で扱っ

ている菌株は寄託の価値がある。 lつの病害を何

年も研究していると，その菌株の希少'性に気がつ

かなくなってしまう。しかし，菌株を分離するた

めに最も有利な条件は， 1そこにいること」であ

る。著者は道南地域で勤務しているため道南の菌

株分離において最も有利な条件で研究を実施して
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おり，同様に道内各地の研究者がその地域の菌株

分離において最も有利な条件で研究を実施してい

ることを認識していただきたい。特に道総研では

1990-92年に竹内徹氏がトウモロコシ，イネ，ピー

マンから分離した細菌(MAFF311098-311112)， 

1992-94年に安岡員二氏がブ、ロッコリー，キャベ

ツ，パレイショ，キクから分離した細菌(MAFF

311033-311044)を寄託した後， 15年程度菌株が

寄託されなかったため，ジーンパンクには北海道

産の菌株が圧倒的に不足している。そのため今後，

積極的に菌株を寄託し，道産微生物遺伝資源を充

実させることを推奨したい。

5)なぜ寄託する必要があるのか

菌を分離・同定し，病原性を確認し，菌株を寄

託するのは大変な作業である。「何のために，誰

のために，そんなことをしなければいけないのか?J

という疑問をお持ちの方もいると思う。ここでは

著者の私見を記載させていただきたい。

植物病理学の研究は，標本(乾燥保存された擢

病植物)・菌株(擢病植物から分離した菌)に基づ

いて構築されており，これらが研究の「材料」と

なる(本稿では「標本」については割愛する)。こ

れらの菌株が世界中の菌株保存機関で保存される

ことによって植物病理学研究の基礎が維持されて

いる。一方，これらの菌株と同様に研究の基礎を

築いているのが「論文J(情報)である。ある分野

の研究を開始するときに，関連分野の論文を読ま

ずに開始する研究者はいないはずである。なぜな

ら，研究とは既知の知見を把握し，未知の知見を

発見する行為であるため，既知の知見である論文

を読まずには，研究を開始できない。菌株保存機

関から菌の分譲を受けたことがない研究者であっ

ても，読んでいる論文では必ず菌株保存機関の菌

株を利用しているため，間接的に菌株保存機関の

恩恵を受けているのである。

多くの植物病理学者は，論文の重要性は認識し

ているが，菌株保存の重要性については，認識が

薄いと著者は感じている。「分類学に興味のある

人だけが，菌株を寄託すればよい」という考え方
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の研究者も多いのではないだろうか。繰り返しに

なるが，自分が扱っている菌株の希少性を再認識

していただきたい。

植物病理学者は，先人が残してくれた菌株と論

文を基礎として研究を実施している。そのため，

現在を生きる我々が実施すべきことは自ずと決まっ

て来る。多くの有益な論文と菌株を残し，次世代

へと，そのバトンを引き継いでいくことである。

6)菌株寄託のメリッ卜

これまでに記載してきたように，菌株寄託の基

本的な目的は菌株を他の研究者が自由に使用でき

る状態にしておき，植物病理学の発展に貢献する

ことである。しかし，寄託は他人のためだけでな

く，寄託者本人にとっても大きなメリットがある。

以下に 3つの事例を紹介する。

(1) ジーンパンク保存菌株の分譲を受ける場合，

l菌株あたり 6，700円の費用がかかる。しかし，

菌株寄託者は寄託者特典として，寄託菌株数と同

じ数の菌株を無償で分譲を受けることができる。

これまでに約100菌株を寄託している著者は100菌

株を無償で分譲を受けることができるため， 6，700 

円X100菌株=670，000円分の研究予算を節約でき

る。ただし，寄託者特典を目当てに分離源が同じ

菌株を多数寄託することは，研究者としてのモラ

ルに反するため慎むべきである。著者は2005~

2007年に道内各地のネギ、産地からネギ葉枯病菌44

菌株を採取し，全菌株について種同定を行うとと

もに病原性を確認した(三津 2009)。これらのう

ち分離地，分離部位，種が異なる 7菌株のみ寄託

した (MAFF241957~ 241963)。自分の研究で明

らかになった菌株の多様性を反映できる菌株数を

寄託することが望ましい。

(2) 寄託した菌株を寄託者本人がジーンパンク

から分譲を受けることができる。ある研究で分離

した菌株を10年後に再び利用しようとしたが，死

滅していたという経験は誰しもあるはずである。

このような際に菌株を寄託しておけば， 10年後，

20年後でも利用可能である。すなわち，寄託によ

り菌株死誠のリスクを分散できる。
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(3) ジーンパンクでは，菌株の品質保証を目的

に随時保存菌株の塩基配列の解析を実施している。

著者は2008~2010年に道内の各種果樹類から分離

した炭痘病菌(Colletotrichumαcut，αtum) 11菌株

を寄託したところ， 2012年までにこれらの菌株の

s-チュープリン 2遺伝子の解析が終了していた。

そのため，ジーンパンクの佐藤豊三博士と連名で，

最新の分類体系に基づいて道産炭痘病菌に関する

論文を書くことができた(三津・佐藤 2013)。た

だし，寄託した全菌株の塩基配列の解析を実施し

ている訳ではない。

7)分譲を受けた寄託の注意点

ジーンパンクから分譲を受けた菌株であっても，

属によっては胞子形成能が低下している場合があ

るため，形態観察を研究目的にしている場合は，

菌株が研究に使用できない場合がある。著者の経

験では，Stemρhylium属菌では著しく胞子形成

能が低い菌株があった。これらの菌株であっても，

DNAの塩基配列は変化しないため，分子生物学

を目的としている場合には有用である。また，胞

子形成能は，個人で保存した場合にはさらに急速

に低下することが予想されるため， DNA実験が

できるだけでも寄託の意義がある。

一方，ジーンパンクから分譲を受けたニラ葉腐病

菌 (MAFF306346: Rhizoctonia solani AG-4 

HG-1)は分離後20年以上が経過していたが，ニラ

に接種したところ強い病原性を示した。 R.solani 

はもともと胞子を形成しない菌であるため，胞子形

成能については議論できないが，本属の分類におい

て重要な性質である培地上での菌の生育速度および

培養菌そうは，分離後まもない菌株と同様であった。

この菌株が寄託されていたおかげで著者はニラの関

連病害(R.solαni AG-2-1による白色葉腐病)の論

文を書くことができ(Misawa• Kuninaga 2013)， 

菌株寄託の重要性を再認識した。

ただし，著者が分譲を受けた菌株は上記の 2属

のみであるため，ジーンパンク保存菌株全般の胞

子形成能の低下については把握していないことを

申し添えたい。
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2.植物病害の発生記録・菌株・論文のデータベース

前述のように我が国での植物病害の発生記録は

「病名目録」にとりまとめられている。これまで

は，病名目録を購入(定価11，550円)し，自分の扱っ

ている病害の発生記録の有無を探す必要があった。

しかし，近年この状況が一変した。 コンビュ ーター

およびインターネットの普及により，情報の「検

索」が容易になったためである。

農業生物資源研究所は日本植物病理学会から病

名データの使用許可を得て， 2009年 8月，病名目

録を同研究所のホームページ上で 「日本植物病名

データベース」として公開した(佐藤ら2009; 2013)。

同データベースは検索機能がついており，極めて

利便性が高い。植物病理学者にとっては革命的な

出来事である。また，WEB上で公開されている

ため，これまで病名目録を購入した研究者のみが

閲覧できた病名が誰でも閲覧・検索可能となった。

また，植物病理学では菌株(実験材料)と論文

(情報)が重要であることはすでに言及したが，同

データベースは，病名だけでなく，その病害を発

表した論文，関連菌株および菌株のDNAの塩基

配列まで閲覧可能である。さらに，北海道病害虫

防除所のホームページともリンクが貼られている。

本稿第 2章では同データベースの利用者の l人と

して，その使用方法について説明したし、。なお，

本稿を読むに当たっては，より理解を深めるため

に実際に日本積物病名データベースを操作しなが

ら読むことをお薦めしたい。

1 )日本植物病名データベースの利用方法

日本植物病名データベース (http:///www.gene.

affrc.go.jpjdatabases-micro_pl_diseases.php) 

のトップページを図 1に示した。上記の URLを

入力しなくても検索サイトに「病名目録」と入力

し検索するとトップに表示される。 トップページ

には，植物(宿主)，病名，病原(微生物等)，植物

の科名，宿主の種類，病原の種類，発生区分，オ

プションの 8項目が示される。 a植物(宿主)， b 

病名， c病原(微生物等)の 3項目は，検索条件を

-6 

日本植物病名データベース

主主撞盆盗翠主会f争当E集のE杢鍾塑盤盆昆盆<:・および追録・正誤表にE厳された停

です).使用方法の詳紐については、 議陶痕名後1!!.<DiEヨl霊をご参聞ください.平日月F

検索条件

糊{宿主] … ι… 低三B>
晴名 F …………百…引い 哨 i:"ii.B
概 (世相続 … c ……一一 ...............[!~;Eïi.E1

宿主の符名 白iii.出~) 仁田

事主の種類 i:津周作物r::~周作創刊E草 ・ 芝草 E声草 世翼手菜 {古きのこ 切
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発生区分 E凋内で発生[J.l;λ検痘で発見E湾外で発生{密内の研究者にc

オブシヨシ 亡病原微生物遺伝資源へのリンクがある病膏ol!主纏物遺伝資2

殴 挙結を内部ウインドウで開く

等霊勢固
引用元 日本植物病名データベース

図 1 日本植物病名データペース トップページ

プルダウンメニュ ーで中間一致・完全一致・前方

一致 ・後方一致の 4っから選択でき，初期設定は

中間一致となっている。

a.植物(宿主):作物名を入力して検索する

(1上記条件で検索」をクリック)と我が国で発生

記録のある当該作物の全病害が表示される。「ニ

ラ」を入力して中間一致で検索すると24件(関係

のないネギ類，バニラもヒットする)，完全一致

で検索すると22件がヒットする(図 2)。この検索

結果はExcelファイルとしてダウンロ ードできる

a 

捕縄叫し趨手ーExcelフ川レとしてダウンロード

臨主揖名 術叙
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二ラ 邑畠也監E窓 Pseudomo岨 S却

ニラ 車~ p，回世既相似m日開田vorum
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S出叩tiumroJ尉j
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術品 自色疲摘

病名居み 由irolfo.eki.byo

病原 町持申hれhoraporri向 ister
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桂Jlj一極吻の軍焦:91，1971

l聞軍司E鎌 l卓 Ic 
官冨亨才下一事事正明夜中付閣議寝棄物月銭高官、d

豊富sl.'"母語寝起';1;('"報担問重量焼自坦主ァ

引用元 日本縞物病名データベース

図2 日本植物病名データペースで植物 (宿主)に
ニラを入力し，完全一致で検索した結果
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(図 2-a)ため， ニラに発生記録のある22病害を

一覧表として簡単に入手できる。 ニラの場合は，

完全一致で検索した場合にニラ以外の病害を除外

することができたが，必ずしも完全一致が最適で

はない。アスパラガスの場合は， Iアスパラ」と

入力し中間一致で検索すると20件がヒットすると

ともに正式な宿主名が「アスパラガス」であるこ

とを示してくれるのに対して，完全一致で検索す

ると「該当する病名がありません」と表示される

ため， この場合，中間一致で検索した方がよい。

著者は通常，中間一致の設定で使用している(前

方一致，後方一致は使用していない)。

b.病名 :例えば「疫病」と入力し，中間一致

で検索すると，我が国でこれまで発生が報告され

ている病害で病名が疫病，白色疫病，茎疫病等で

ある 194件がヒ ットする。完全一致で検索すると

病名が疫病である 152病害が ヒットする。宿主に

ニラ，病名に疫病と入力し，中間一致で検索する

と， Iニラ白色疫病」がヒ ットし，病名の間違い

を指摘してくれる。

c.病原(微生物等):病原菌の属名，種名，属名

+種名のいずれを入力しでも検索可能である。

IPhytophthoraJで中間一致で検索すると Phyto

phthora属菌による病害224件がヒットし，IPhyto 

phthora porriJで検索する と同種による 9病害

がヒットする。病原の学名を正確に入力するのは，

専門家以外にはかなり困難であるが本データベー

スでは，PhytoρhthoraのP • h・yと1文字ずつ

入力すると候補の学名が表示されるため，これを

選択するだけで容易に入力できる。

d . 宿主科名 a~c が直接入力するのに対し

てdはプルダウンメニューから科名を選択する。

アブラナ科を選択し中間一致で検索すると，ア

ブラナ科に発生する307病害がヒットする。これ

に加えて病名に「リゾクトニア病」を入力し検索

すると，アブラナ科野菜で病名が リゾクトニア病

であるコマツナ，ダイコンの 2件がヒットする。

宿主に「アブラナ科J，病原に IRhizoctoniasolaniJ 

を入力し中間一致で検索すると，R. solaniによ

るアブラナ科野菜の23病害がヒ ットする。

-7-

その下の，宿主の種類，病原の種類，発生区分，

オプションも適宜チェックを入れることで様々な

条件で検索可能であるが，著者は通常使用してい

ない。目的外の項目にチェックを入れてしまうと，

病名をいくら検索しでもヒットしない場合がある

ので，この欄は誤操作によりチ ェックが入ってい

ないことだけを確認しておけばよい。

2)病害の詳細の活用

図 2のニラ白色疫病をクリ ックする(図 2-b) 

と， I病害の詳細J(画面上では「病害の詳細」と

表示される場合と病名として「白色疫病(ニラ)J

と表示さ れる場合がある)として宿主，病名，病

名，病名読み，病原，文献，関連菌株，外部サイ

トが表示される。病名の読みにより本病が「はく

しょく」ではなく ，Iしろいろ」であることがわ

かる。文献は，本病の発生を我が国で初めて報告

した文献である桂ら(1969)および桂(1971)が表示

される。著者は北海道における本病の発生を本誌

で発表している(三津 2013)が，同論文は我が国

における初報告ではないため，ここには表示され

なし、。関連蘭株 1点をクリ ックする(図 2-c)と著

者が寄託したCPWR2株(MAFF241944)が表示

される(図 3)0MAFF番号である241944をクリッ

クする(図 3-a)と「微生物遺伝資源の詳細」とし

て，本菌株が2009年 6月に著者が分離・同定し，

寄託したことが表示される。また，文献には，同

微生物遺伝資源の検索
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図3 日本植物病名データペースにおけるニラ

白色疫病菌MAFF241944株の詳細情報
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菌株を用いて本病の発生を報告した北農80巻・第

1号が表示される(図 3-b)。

病害の詳細に戻り，外部関連サイト「新発生病

害虫(北海道病害虫防除所)Jをクリックする(図

2 -d)と，北海道病害虫防除所のホームページの

新発生病害虫の「にらの白色疫病」にジャンプす

る(図 4)。このように同データベースは，北海道

[午威"年度新更生病害虫]

にらめ白色盛鋳〈続安全〉
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引用元:北海道病害虫防除所ホームページ

図4 北海道病害虫防除所ホームページ 新たに発生し
た病害虫 2010年度(平成22年)にらの白色疫病

を含む外部のデータベースともリンクが貼られて

いる。北海道病害虫防除所とのリンクは，農業生

物資源研究所，北海道病害虫防除所，道総研・中

央農業試験場が連携・協議した結果，両データベー

スの利便性向上のために2012年 6月に実現したも

のである。

ニラ白色疫病はDNAの塩基配列の解析結果が

表示されていないため， DNAの塩基配列につい

ては， リンゴ炭痘病の事例で説明したし、。リンゴ・

炭痘病→関連菌株 8点→MAFF241297をクリッ

クすると，下から 3段目に塩基配列の項目が表示

される(図 5)。同菌株は，Actin， CHS-l， GPDH， 

H3， ITS，βtublinの6領域の塩基配列の解析が

終了していることが示されている。遺伝子をクリッ

クするとテキストファイルとして塩基配列が表示

される。本稿の趣旨から逸脱するため詳細な説明

は省略するが， これらの塩基配列を活用して，既

知の塩基配列との相同性検索や系統樹の作成も可
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引用元:日本植物病名データベース

図 5 日本植物病名データベースにおけるリンゴ炭痘
病菌MAFF241297株の詳細情報と βーtublin遺伝

子の塩基配列

能であるため，塩基配列データも菌株の特性を示

す重要なデータである。

4 

3)北海道病害虫防除所ホームページの新発生病

害虫の活用

北海道病害虫防除所では，各年次に道内で新た

に発生した病害虫を年次毎に一覧表にし，ホーム

ページ上で公開している (http:///www.agri.hro.

or.jp/boujosho/sinhassei/index.htm) 0 1962 ~ 

1991年までは文章のみが掲載されているが， 1992 

年以降は病徴写真も掲載されているため，非常に

見やすく病害辞典として活用できる。日本植物病

名データベースからのリンクは，双方向ではない

ため，北海道病害虫防除所の新発生病害虫から日

本植物病名データベースへジャンプすることはで

きなし、。また，検索機能もない。しかし，検索サ

イトに「防除所」と入力し検索すると，北海道病

害虫防除所がトップに表示されるため，全国的に

見て利用頻度が高い充実したサイトであると推察

される。

~ 
フ

工
ノ

おわりに

現代はインターネットの普及・発達により様々

な情報が簡単に得られるようになった。しかし，

内容が充実していないサイトは誰の関心も日|かな

い。本稿で紹介した日本植物病名データベースお

よび北海道病害虫防除所ホームページ・新発生病

害虫については，前者は農業生物資源研究所が，
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後者は北海道病害虫防除所と道総研が協同で管理・

運営しているサイトである。両サイトが我々にとっ

て有益な情報を提供し続けていられるのは，多く

の関係者の努力の賜である。

さらに，インターネットから得られるのは，当

然のことながら情報のみである。菌株の分離・同

定・寄託および新病害発生の論文執筆は，未だに

我々植物病理学者が実施する必要がある。著者は

上記の両サイトから提供される情報を充実させ，

植物病理学の発展に今後も尽力していく所存であ

る。

両サイトの管理・運営に直接関与していない著

者は本来であれば本稿を執筆する立場にないが，

執筆およびWEBページ画像の使用を快く許可し

て下さった関係各位に感謝申しあげる。特に，農

業生物資源研究所・佐藤豊三博士および道総研中

央農業試験場・清水基滋氏には，格段のご配慮を

いただいた。記して感謝申しあげる。
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