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連作障害と微生物

樋口太重*

〔キーワード):連作障害，土壌病原菌，日和見微

生物，根圏微生物，完熟堆肥

連作障害とは，同ーの作物あるいは近縁の作物を

連作したときに，慣行的な肥培管理を行っても生育，

収量，品質が劣ることを示す.農水省が行った野菜

の連作障害に関するアンケート調査によると，連作

障害の主な原因は土壌病害であるとの認識がかな

り強い.農家では，まず輪作，土壌消毒の実施，抵

抗性品種の導入，無病苗の植え付け，耐病性台木の

接ぎ木，畑の土壌改良などの手立てを講じる.しか

し，現状は，ある病原菌の防除できてもまた新たな

病害が発生し，農家はいまだに連作障害から逃れら

れない状況にある.微生物という目に見えない生き

物を相手にした厄介な問題は，古くて新しい課題で

ある.

本稿では，連作障害の主役と考えられる土壌微生

物に焦点を合わせ，連作，土壌消毒，土壌の理化学

性，根圏微生物，堆肥施用などの視点からその問題

点や方向性を探り，連作障害の根本的な回避に接近

したい.

1.連作と連作障害

連作障害の回避といえば通常，連作をやめて同一

圃場に異なる科目の作物を，すなわち輪作をすれば

よいと考えるであろう.しかし，連作障害の著しい

畑で輪作を始めても，連作障害がいっこうに改善さ

れない例はいくらでもある.それは根こぶ病で代表

されるように，休眠胞子の形で土壌中に長く生き延

びることによる.一方，農家は産地の形成，経済性，

市場性などを考慮して，土壌消毒を繰り返しながら

連作を余儀なくされる.いずれにしても，連作が作

物の免疫力を低下させ，連作障害の引き金となるこ

とは間違いない.

ところで，連作障害の主因となる土壌病原菌は一

体どこで増殖するのであろうか.それは擢病した植

物体内といわれる.そこは土壌と違って，他の微生

物との競合が少ない，病原菌にとっての別天地とい
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える.ハクサイ根こぶ病に擢病した根こぶ 19の中

に，何と約 5億個の新しい胞子が作られる.発病が

ひどい場合には，胞子はハクサイ l株につき約 1500

億個という莫大な数になる.病原菌の増殖を招いて

いるのは，土壌ではなく，好適な作物の連作そのも

のである.植物体内で増殖した病原菌の胞子は，そ

の大半が土壌中で死滅するが，その一部は休眠体を

形成し，再び同じ作物が作付けられ，感染の機会が

訪れるまで，辛抱強く待機している.

オオムギ縞萎縮病の連作障害を調べた例による

と，始めの 2年間はほとんど発病がみられない. 3 

年目でも 1%の発病に止まる.侵入初期は，病原菌

もそう易々とは増殖し，畑に定着できない.ところ

が連作が重なる 4年以降になると 10%，5年目で

50%， 7年目で 100%と，まるでネズミ算のように

増える.このようになった畑を，数年の輪作で元に

戻すことなど到底できないであろう.辛抱強く輪作

をしながら，作物の免疫力を高めることはきわめて

重要なことである.

2.土壌の理化学性と連作障害

不適切な土壌管理が連作障害を助長するケース

は枚挙にいとまがない.土壌 pHが酸性あるいはア

ルカリ側に大きく傾くこと，陽イオン交換容量や水

分保持力がきわめて小さいこと，肥料などの塩類が

かなり集積すること，塩基バランスが偏ることなど

は，作物の養水分吸収に少なからず悪影響を及ぼす.

その結果，作物体内の複雑な代謝が崩れ，正常なら

ば制御できるはずの病害抵抗力，すなわち， r圃場

抵抗性」が弱まり，大なり小なり病原菌や線虫に侵

されやすい体質になる.例えば，キュウリやメロン

に寄生して果実を腐敗させる斑点細菌病やセノレ

リーの萎黄病は，土壌中の無機態チッソ濃度が同じ

でも硝酸態に対するアンモニウム態の比率が高い

と発病し易くなるという.この現象は抵抗性品種で

も起こるといわれ，厄介な問題である.最近，土壌

中にリン酸が過剰に蓄積すると，根こぶ病は助長さ

れるとしづ報告がみられる.そのメカニズムは，土
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壌にリン酸イオンが吸着されると，それまで「とり

こJにしていた休眠胞子が解き放されるからだとい

っ.
近年，農家の野菜畑の土壌pHが高まり，可給態

リン酸が著しく集積する例は多くみられる.このよ

うな土壌では，有機態窒素の無機化(アンモニウム

態窒素の生成)及び硝化(アンモニウム態窒素から

硝酸態窒素の生成)速度がかなり速まる.

土壌病害の発病程度が土壌の種類により違うこ

とがよく知られている.しかし，そのメカニズムは

不明な点が多い.例えば，アブラナ科野菜の根こぶ

病は腐植を多く含む黒ボク表層士(黒土)ではよく

発病するが，腐植を含まない黒ボク下層土(赤土あ

るいは赤玉士)では発病が抑制される.逆に，ダイ

コン萎黄病やレタス根腐病などフザリウムによる

土壌病害では，黒ボク土の表層土が発病を抑止する

という.

タアサイ萎黄病・セルリー萎黄病は，ともに多犯

性の土壌病原菌であるフザリウム・オキシスポラム

(F. 0砂'sporum)が媒介する土壌伝染性病害であり，

根の地上部を黄化させることから萎黄病と呼ばれ

る.現地ハウスでの土壌調査によると，畑は土壌の

酸性が強く，大量のリン酸が蓄積しているという.

転炉さいの施用，施肥量の削減によりタアサイ萎黄

病・セルリー萎黄病の発生が著しく抑制されること

が認められる.

3. 土壌消毒と連作障害

連作障害対策として，クロルピクリンなどの薬剤，

熱水，太陽熱などによる土壌消毒は，ハウスだけで

なく露地畑でもしばしば行われる.発生した病害虫

を防除するための応急処置として土壌消毒は，必要

止むを得ない手段である.

一般に，土壌消毒を繰り返して行うと，地力，生

育力は明らかに衰える.例えば，消毒が度重なると，

作物はかえって病気にかかりやすくなり，ますます

消毒が必要となるケースが多い.それは，土壌消毒

が目的とする病原菌だけではなく，土の中の物質代

謝を重要に支える微生物も殺菌することと関連が

深い一方注目すべきことは，病原菌であろうとな

かろうと，土壌消毒だけで簡単には死なない微生物

が存在することである.これは「部分殺菌」と呼ば

れ，病原菌全体としては質，量ともに著しく低下す

るが，バランスが崩れ，不安定な微生物社会が構築

されることになる.

部分殺菌が起こると，微生物同士の措抗作用(増

殖制御)や競争(エネルギーの奪い合い)など土の

中の微生物社会が本来持っていた自律(自己調整)

機能，すなわち「微生物的緩衝力」が著しく低下す

る.このような状態でガス抜きをして，堆肥や肥料

を施用すると，生き残り組の微生物は各々の条件に

応じて非常な勢いで増殖し， 1， 2カ月の聞に総菌数

は無消毒土の数倍から数十倍のレベルにまで達す

る.この爆発的な増殖のエネルギー源として土の中

の有機物が無視できないほど分解，消耗される.

土壌消毒を行うと，有機態窒素の無機化は早々に

回復し，消毒前より促進される.しかし，硝化化成

細菌の回復が著しく遅れるため，土壌中にアンモニ

ウム態チッソ濃度が高濃度で蓄積される.よって，

キュウリやメロンなどの作物は，硝酸態よりもアン

モニウム態を否応なしに吸収することとなる.アン

モニア態窒素を過剰に吸収した野菜が連作障害に

擢りやすいことは，既往の知見で明らかである.

4.栄養病理複合障害

植物にはもともと自分を守るための免疫システ

ムが備わっている.そのシステムは遺伝子や植物ホ

ノレモンと密接に関連するが，ストレスの影響を受け

やすい.作物体内の塩基バランスが作物の圃場抵抗

性に影響される例を示すと，メロンやトマトのベト

病やネコブセンチュウに対する抵抗性品種は体内

のカリウムに対するカル、ンウム・マグネシウムの含

量比が権病性品種よりも高いという.カリウムが集

積した多くの野菜畑土壌ではこの含量比が低下す

るので，抵抗性品種でも擢病し易い体調に変わる.

近年，作物の栄養生理的ストレスと病原菌の活性化

とが組み合わさった「栄養病理複合障害」という見

方が増えている.今後，複合障害の発生メカニズム

と制御法の解明が重要な課題となろう.

いずれにしても難しい問題であるが，作物，土壌，

微生物の因果関係をよく理解し，上手に調節してや

ることが連作障害回避に強く求められよう.病原菌

は分け前を派手にむさぼる悪役であるが，悪役を調

子づかせている土・微生物・根の共同社会の歪みこ

そ，実は問題といえる.
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5.根圏微生物

土の中を伸びていく根の先端部は根毛も多く，根

系全体のなかでも水分・養分吸収力が最も大きい.

根はそれに必要なエネノレギーを得るために，活発な

呼吸を行う.そして，二酸化炭素を放出するととも

に，糖，有機酸，アミノ酸，核酸，蛋白質，ビタミ

ンなどの有機化合物を根から分泌する.一方，根の

先端部以外の表皮組織は老化によりしだいに剥が

れ落ちる.このようにして根が伸長するにつれて，

根と直接接触した土(根圏土壌)では根からの分泌

物，脱落細胞をすばやく分解・利用できる微生物が

急速に増殖する.その微生物は，数日のうちにそれ

までの数十倍から数百倍もの菌密度に達し，活発な

増殖と代謝を営む.このように，根と接触して微生

物の生態が著しく変化する部位を「根圏J，それ以

遠の根の影響が及ばない土壌を「非根圏」と呼び，

その特性を明らかにする.

根圏で旺盛な活力を得た微生物は，一方では根と

養分の奪い合いをし，他方では根からの分泌物を分

解し，作物根に少なからずの栄養分を提供する.と

ころが，それだけでは満足できず，さらに根内に侵

入して内部を食い荒らす微生物が存在する.これが

悪玉微生物と呼ばれる土壌(伝染性)病原菌である.

一方，根圏には根張りや根毛伸長を促進する生理活

性物質が存在する.また，病原菌に対する増殖制御

物質や抗生物質を生産する善玉微生物が多数生息

する.善玉微生物(有用微生物)は根と共同して，

作物ストレスをしだいに除去する.根圏微生物のう

ち病原菌などの悪玉微生物の増殖や根への感染を

制御する微生物は，すべて善玉微生物といえる.最

近，善玉微生物のなかで PGPRと呼ばれる特殊な細

菌群が注目されている.PGPRは根圏での増殖力が

大きいだけでなく，植物ホルモン，病原菌に対する

抗生物質，あるいは微量元素の 3価鉄イオンと結合

して病原菌の増殖や根へ感染を阻害するシデロ

フォア(鉄キレート物質)を生産して，作物の成長

を促進するという. PGPRのうち特に注目されるの

が I蛍光性シュードモナス」と呼ばれる数種の細

菌群である.根圏での菌密度は ECが高い土壌ほど

低いが，腐熟堆肥の施用により高まるという.

6 土壌の日和見菌と不定性病害

野菜畑では最近，これまで病原菌ではないとされ

てきた新規の土壌病害が増えている.その結果，土

壌病害リストに並ぶ病名と病原菌名は年々増える

傾向にある.前述のとおり，野菜の病害抵抗性また

は根への病原菌感染性が，土壌の養水分保持力，土

壌溶液の塩類濃度バランス，善玉微生物の根圏での

挙動などにより大きく左右される.つまり，これら

新規の病害は，土壌条件や作物の健全性などによっ

て発生したり，しなかったり，また発生しでもその

程度がまちまちであることから， I不定性病害」と

呼ばれる.不定性病害を起こす菌を「日和見菌」と

呼び，土壌病原菌と区別している.

日和見菌が病原菌とどう違うのか.多くの病原菌

は限られた宿主(作物)だけに感染し，宿主がいな

ければ菌密度が著しく減る傾向にある.それに対し

て，善玉とか悪玉に区別されない日和見菌は宿主範

囲が広く，しかも宿主の健全な根圏にも住みつく.

その菌密度は病原菌よりも圧倒的に多い.作物の免

疫力が低下し根に感染するとき，病原菌は根内部の

維管束まで侵入し，大きな被害を与える.しかし，

日和見菌は菌の侵入が根毛の先端や表層などの若

い組織だけに限られるため，被害が軽く，被害期間

もほかの若い根が伸びてくるまでの一時的なもの

となる.しかし，日和見菌による新規の不定性病害

は不定性に留まらず，土壌消毒を繰り返しでもイタ

チゴッコのように次々と発生する.このことが連作

障害を回避するうえでの最大の課題といえる.根圏

では善玉微生物以外に役割不明の微生物群が多数

生息する.これら微生物群集の競争，措抗，協同な

どのネットワークが重要なカギを握っているのか

もしれない.

7 堆肥施用による連作障害の軽減

堆肥は肥料養分供給の他に，土壌国粒構造の発達，

微生物代謝機能の促進など地力の維持・増強の手段

として古くから使用される.昨今，野菜の生産現場

では，恒常的な土壌消毒等と相まって，堆肥は積極

的に施用される.とくに，地力の維持・増進を図り，

持続的な野菜生産に寄せる農家の期待は大きい.

堆肥施用は，土壌の有機質コロイド及び団粒構造

を促進し，土壌の陽イオン交換容量 (CEC) と水分
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保持力に大きな影響を及ぼす.すなわち，堆肥には，

土壌の電気伝導率 (EC) を低減させ，養分の溶液

濃度を適切に保つ機能がある.

前述のとおり，土壌消毒剤の継続的な使用は土壌

中の硝酸化成作用を大幅に遅らせ，主な無機態窒素

の形態がアンモニア態窒素に変わる.その結果，ア

ンモニアを過剰に吸収した作物体は代謝が乱れ免

疫力が減衰する.ところが，土壌消毒後に完熟堆肥

を施用すると，硝化細菌の増殖が旺盛となり，アン

モニア態窒素から硝酸態窒素への移行は円滑に進

むことが明らかである.

このように腐熟した堆肥は，土壌の有機質コロイ

ドや硝化細菌を豊富にする効果が大きいとみてよ

い.腐熟堆肥はそれだけではなく，根圏の微生物群

集を多様化し，先述の PGPRなどの善玉微生物の増

殖を促進する効果もある.また，根張りをよくし，

病原菌の増殖・感染を抑制する効果が認められてい

る.このような効果は化学肥料にはあまり期待でき

ないであろう.

ところで，堆肥の微生物とはどのようなものであ

ろうか.ここでは，森林土壌と牛糞堆肥の微生物相

を調べた(株)みのり建設の試験例を表 lに示す.

牛糞堆肥は副資材としてオガクズとモミガラを用

いて，さらに，戻し堆肥として適量の完熟堆肥を加

え， 1週間あるいは 1年間堆積発酵したものである.

森林土壌は堆肥置場周辺の森林土壌の表土 (5~

Ocm) を採取した.糸状菌と色耐菌はハローズベン

ガル寒天培地，放線菌と細菌はエツグアルブ、ミン寒

天培地を用いて希釈平板法により計測した.

Bacillus菌は， 80
0Cで 20分加熱後，肉エキス寒天培

地を用いて希釈平板法により求めた.

表 1によれば， 1週間堆積した牛糞堆肥の菌数は

糸状菌で 103オーダー，放線菌で 105オーダー，細

菌で 107オーダーである.森林土壌と比較して，堆

肥の菌数は，糸状菌と放線菌では lオーダー低く，

放線菌ではほぼ同等である.ところが，約 l年堆積

の牛糞堆肥の微生物数は，1週間のものよりはるか

に多く，いずれも森林土壌に匹敵した.

一方，牛糞堆肥中の Bacillus菌は培地上に大きく

分けて 2種類のコロニーが観察される. 1種類は培

地表面に広がりを見せるコロニーであり ，Bacillus 

subtilis菌などが含まれる.他の 1種類は培地内部に

できた小さなコロニーで、あり，通性嫌気性細菌が存

在すると考えられる.コロニー数は堆肥 19当たり

前者で 5.OX 104または 6.0X105，後者で 9.OX 105 

または 6.OX 106であり，いずれも周辺の森林土壌に

近い値が得られている.

つぎに，堆肥の土壌病原菌の抑止力はどのように

表現できるか.ここでは牛糞堆肥に生存する微生物

と病原菌(フザリウム菌)と同時培養することによ

り，病原菌の菌糸伸長抑止力を測定したみのり建設

の試験例を示す.試験方法は，メロンつる割れ病菌

(フザリウム菌)を牛糞堆肥の各希釈液 (10，102， 

103， 104， 105， 106) に添加し， 30
0Cで 1週間培養す

る.対照として滅菌水のみの区を設ける. 1週間培

養後，堆肥の希釈倍率ごとにフザリウム菌の菌糸伸

長域(最大伸長域と最少伸長域)を測定する.結果

を写真 1と表2に示す.

本試験によれば，牛糞堆肥(完熟堆肥)は， 102 

ないし 103まではほぼ完全にフザリウム菌の伸長を

抑制するとみてよいだろう.これを単純計算すれば，

牛糞堆肥の病原菌抑止力は，10a 当たり 1~2t 程度

の施用量で間に合うことになる.上記の病原菌抑止

力については，牛糞堆肥中の特別な措抗菌というよ

表l 土壌および堆肥の微生物数 (CFU/土壌or堆肥) (みのり建設 2012)

名称 糸状菌 色耐菌 放線菌 細菌 フザリウム菌 Bacillus菌

森林土壌の表土 2.5X104 2.4X106 4. 4X 106 4.5X107 7. 8X 102 1. 8X 106 

2. 1 X 105 

堆肥置場の表土 1. OX 103 1.2X107 4.0X104 7. 9X 107 101以下 5.6X105 

1. 7X 105 

牛糞堆肥 (1週間堆積) 2.0X103 6. OX 103 2.9 X 105 1.4X107 9. OX 105 

5. OX 104 

牛糞堆肥 1.0X104 3. 3x 105 2. 8X 106 1.2X107 2.3X106 

6.0X105 

注)Bacillus菌の上段は培地内部にできたコロニー(輪郭の明確な小さいもの)，下段は培地表面に出て
いるコロニー(広がっているものや厚みのあるもの)，主として s.Bacillusが推定される.
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写真 l 希釈倍率を異にする牛糞堆肥によるフザリウム菌抑止力の観察(左 表，右 裏)

表2 牛糞堆肥のフザリウム菌糸の最大伸長と最小伸長(みのり建設 2012)

りも，生息するすべての微生物(計測できない微生

物も含む)の総和と考えた方がよいのかもしれない.

すなわち，堆肥に生息する微生物が総動員して7'fリ

ウム菌を封じ込めたのであろう .なお，堆肥の無臭化

に対しても，脱窒菌以外に多くの微生物が深く関与

することは，前報で述べたとおりである このよう

に，堆肥施用で増大する微生物的緩衝力は，微生物

問の微妙なネットワークで成立すると推論される.

まとめ

生産現場を詳細にみると ，野菜等を連作しでも連

作障害が顕著にみられない畑が散見される.それら

圃場での土壌肥料的技術の共通点は，深耕，減肥，

軽めの土壌消毒，消毒後の完熟堆肥の施用などであ

る.農家では経験的にそれら技術を組み合わせて，

総合的な対策を講じている.

ところで，ひとが連作障害を微生物学的観点から

論じるとき， 土壌中のいわゆる悪玉微生物の種類と

数に強し、関心が寄せられる.しかし，前述の日和見

菌など役割があまり明確で、ない一般微生物の種類

と菌数は，善玉微生物及び悪玉微生物よりはるかに

多い.この事実を踏まえると，一般微生物の機能 ・

役割，そして微生物聞の微妙なネットワークについ

て知ることは，とても重要なことに思える.一般微

生物の機能や動向が連作障害回避のカギを握って

いるのかもしれない.最近，理化学研究所の報告に

よれば，植物共生細菌(エンドファイト)はi植物の

免疫力を増強することが明らかされる.完熟堆肥の

多様な微生物が作物の免疫力を高め，ストレス軽減

や連作障害回避に貢献していると考えられる
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