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日本における総合防除と IPM:多様な農業に対応した様々な戦略の必要性
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緒百

我が国においても安全・安心な食品への要望が高くなり

環境保全型農業の推進や農薬の効率的利用を行うための新

しい技術の開発が求められている.総合的病害虫管理(IPM，

Integrated Pest Management) はそうした要望を解決する一

つの強力な手段であり， 2012年に開催された OECDのIPM

ワークショップでも様々なIPMが取り上げられている (OECD，

2012). Stemら (1959)に始まる総合防除(IntegratedCon仕01)

とそれに続く IPMは 60年以上の歴史をもち，多くの防

除技術が報告されるとともに， IPM についての定義や戦略

についても報告がなされている (Epsteinand Bassein， 2003; 

]acobsen， 1997; Lewis et al.， 1997; Savary et al.， 2006; Zadoks 

1985). ]acobsen(1997)は， IPMの定義の変遷，戦略(Strategy)， 

手段 (τactics)の紹介や米国における IPMプロジェクトにつ

いて紹介し，その中で，生態学に基づく病害虫管理 (EBPM:

Ecologically Based Pest Management)などが紹介されている.

これらの戦略においては，病害虫の数を抑制するような生態

系を理解することが最初の手段(切ctics) とし，農薬や物理

的対策はその次の対策としている. これらの報告は，たと

えIPMの対象作物が同じでも，その戦略は地域により (site-

spec泊c)，また多くの利害関係者 (stakeholder) のニーズに

より異なることを示している.

日本では薬剤耐性菌の出現により農薬の削減や効率的な

活用法の開発が求められ(農林水産省， 2011; OECD， 2012)， 

さらに 2012年に廃止された臭化メチル代替技術の開発も急

務となっている.そこで， IPM推進のため， コスト削減，イ

ンセンティブ，環境影響，生物防除戦略などの検討が必要

となっている (OECD，2012).

Integrated control (Stem et al.， 1959) という用語は， 日本で

は昆虫学者によって「総合防除」と和訳された(深谷・桐谷，

1973)が，一方で，わが国の植物病理分野では 1932年に伊

藤が「総合防除J(伊藤， 1932)を提唱した関係で，それ以降，

植物病理分野では，総合防除と題した研究が報告されてい

た.その後，浜屋 (1990) は，病理分野においても，総合

防除を示す英語訳として Integratedcontrolを用いた. Stern 

ら (1959) はIntegratedcontrolを「生物防除と農薬防除

を組み合わせて統合する pest管理」と定義し，そこでは，

個体群を管理するための基準として経済的被害許容水準

(EIL : Economic Injury Level)と経済関値 (ET: Economic 

Threshold) を導入した(Jacobsen，1997). 伊藤 (1932) に

よる総合防除には， EILとETの考えは含まれていない. し

かしイネの複数の重要病害を同時に防ぐために総合的に

伝染源を減らすことが重要であることを提案している点な

どは，まさに IPMにおける予防的プログラムとも言える.

以上から，圏内で従来行われた総合防除と IPMでの取り組

みとの区別は難しいことから，圏内で報告された総合防除

も含めて紹介することにした.

加えて， 日本では，多様な農業の栽培条件(栽培法，気

象条件の違い，作物，土壌の種類，小規模農家/大規模農家)

や多様な利害関係者(生産者，消費者，政策決定者など)

のニーズに対応するために，様々な IPMが実践されている.

本誌では，農林水産省の IPMプロジェクトなどを中心に，

国内で取り組まれた様々な総合防除と IPMVこ関する研究と

事例を紹介する.

日本の IPMの取り組み

日本の植物病理分野においては， Integrated ControlやIPM

1独立行政法人農業環境技術研究所農業環境インベントリーセンター(干 305-8604茨城県つくば市観音台 3-1-3) Natural Resources Inventory Center， 
National Institute for Agro-Environm巴ntalSciences， 3-1-3， Kannondai， Ts叫mba，Ibaraki 305-8604， Japan 

ドCorrespondingauthor (E-mail: seya@af仕c.go.jp)
この総説は先にJournalof General Plant Pathologyの80巻5号の pp.389 ~ 400に掲載された総説 (http://，也doi.orgl10.1007/s10327-014-0538-y)の抄

訳です報文としてのプライオリティーはJGPP掲載の総説にありますので，引用の際には本総説ではなく JGPPの総説を用いるようにご注意ください.



]pn. J. Phytopathol. 80 (SpecialIssue) Review for the 100th Anniversary. November， 2014 189 

を意識した研究は 1980年代に始まったと考えられる.その

一方で，圏内では，北海道大学の伊藤が 1932年代にイネい

もち病，ぱか苗病，ごま葉枯病の 3病害の対策として，第

一次伝染源である稲藁を水田から持ち出すことや種子消毒

の徹底を行うことが必要として総合防除を提案した(伊藤，

1932;宇井， 1982). この後，国内では総合防除に関する報

告が赤井 (1938)など多くなされている. このため， 日本の

植物病理分野では，現在も IPMではなく，総合防除という

用語を論文に使っているケースが多い

国内では， 1980年代に農業研究センターの研究者によっ

て，連作障害を防ぐために，圃場カルテシステム (FDS)

の開発とそれを活用した総合防除法の開発を目的とした研

究が開始された(大畑ら， 1985). このプロジェクトでは，

ハクサイの根こぶ病と黄化病の発病予測によって防除の要

否を決定しようとしている点で， Sternらの Integratedcon-

trolや IPMを強く意識した最初の総合防除の取り組みと考え

られる. このプロジェクトの成果は，東北農業試験場で野

菜の IPMに関する研究が行われた際に，アブラナ科野菜の

根こぶ病の対策の中で活用されている.なお， この東北農

業試験場のプロジェクトで初めて病害分野で IPMの用語が

用いられた(劉馬， 2001). 

1999年には，農林水産省の IPMプロジェクトが病害，虫

害を対象に開始された. このプロジェクトにおいて，様々

な作物を対象として複数の防除手段(物理的，化学的，生物

的)が検討され，その成果はマニュアルとして 2005年に出

された(梅川ら， 2005). これらの成果等を基に， 2011年に

は農水省から IPMガイドラインが出され Webで公開された

(農林水産省， 2011). このガイドラインでは， FAOの定義

(FAO， 2013) を用い， IIPMは，利用可能なすべての防除技

術を経済性を考慮しつつ慎重に検討し病害虫・雑草の発

生増加を抑えるための適切な手段を総合的に講じるもので

あり，これを通じ，人の健康に対するリスクと環境への負

荷を軽減，あるいは最少の水準にとどめるものである.また，

農業を取り巻く生態系のかく乱を可能な限り抑制すること

により，生態系が有する病害虫及び雑草抑制機能を可能な

限り活用し，安全で消費者に信頼される農作物の安定生産

に資するものJと定義している.

その後， IPMの取り組みが遅れていた土壌病害について

も，新しい土壌病害管理法として， I健康診断に基づく土

壌病害管理J(HeSoDiM: Health Checkup Based Soilborne 

Disease Management)が提案された (Tsushimaand Yoshida， 

2012). 以下， JI頂に紹介する

圃場カルテシステムによる総合防除

農林水産省農業研究センターで植物病理学者や農業経済

の専門家らにより国内ではじめての総合防除のプロジェク

トが開始された(大畑ら， 1985). 門間ら (1988) は，圃場

カルテシステム (FDS: Field Diagnosis System) を開発し，

ハクサイ根こぶ病で、検証を行った.圃場カルテシステムは，

経済的，かつ合理的に土壌病害の総合防除を実践するため

のコンピュータによる支援システムである このシステム

は，圃場管理と病害の発生に関与する環境要因と社会的で

経済的な要因，土壌病害の予測，および最適な総合防除手

段の決定，の 3つのパーツから構成される.圃場毎に発病

度と収量の減少を予測し，さらに最適な防除手段の選抜，

組み合わせ，評価を行うとともに，その結果を生産者に提供

する. 40軒の生産者の圃場で試験を行った結果， このサブ

モデルは正確に個々の圃場の根こぶ病の発病程度を予測し

た.さらに，天野ら (1995)は，長期予測を基に，キャベツ

根こぶ病対策の意志決定を支援するモデルを開発した.

加えて，伊藤ら (1989a，b) は，ハクサイ黄化病の予測モ

デルを作成した.そのモデルでは，多くの入力データ(た

とえば，年，土壌中の病原菌密度，作物名，土壌消毒の時期，

石灰窒素，有機物， PCNBの使用，発病率など)が集めら

れている.このモデ、ルは 門間ら (1988) の根こぶ病モデ

ルと同様に，上記の項目を入力して発病程度を予測するも

のである. これらの研究は，圃場カルテを含む IPMの実践

に貴重な情報を提供したが，その一方で，土壌病害の発病

程度を正確に予測することは難しいことも示唆された(伊

藤ら， 1989a， b). 

日本における DRCCDose-Response Curve) 

診断を活用した生物集約的 IPM

本プロジェクトで IPMの用語が病害分野を対象にはじめ

て使われた(芯ushimaet al.， 1999a， b). このプロジェクトで

は，生物的防除を中心にした IPMCFrisbie et al.， 1992)を行

うこととしたが， この中でも根こぶ病は大きな課題のーっ

として，おとり植物や生物農薬の研究が進められた.

おとり植物に関する研究では，葉ダイコン (Rathanus

sativus var. long争innatus) の栽培により，土壌中の根こぶ

病菌の休眠胞子数が温室試験と閏場試験でそれぞれ 75%，

95%まで下がり (Murakamiet al.， 2000b， 2001)，その結果，

次作のハクサイの発病程度も顕著に減少した. この結果か

ら，葉ダイコンは，おとり植物 CMacFarlane，1952) として

機能しており，葉ダイコンの栽培は生物的機能を用いた

IPMの防除技術のーっとして役立つと考えられた
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curve:菌密度と発病の関係を示す曲線)のパターンと病原

菌密度から推定できることを示唆していた (τsushimaet al.， 

1999a， b). この診断の特徴は， I対象圃場の土壌」と「対象

作物」および「対象聞場由来の病原菌」を用いてポット試験

により DRCを求める点にある.簡単に実施できる上，この実
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しかしその一方で，おとり植物の防除効果は，病源菌密

度が低い時に比べ，病源菌密度が高いほど効果が劣ること

が考えられた.その理由は，病原菌密度と発病の聞にはシ

グモイド曲線のような関係があるからである.すなわち，

シグモイド曲線上で，病原菌密度が高く定常相 (Stationary

phase) にある場合には，発病程度は病原菌密度が減少して

も顕著に下がらないことが示唆された (Fig.1).同時に，

このことは，おとり植物の防除効果が DRC (dose response 
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Estimated relationship between the DS reduction rate by leafy 

daikon (decoy plant) and RS density in soil on the dose-response 

curve. 
The decrease in白erate of disease severity by using decoy plants 

is considered lower in soils wi出 highRS density than in soils with 

low RS density， because the relationship between RS density and 
disease severity is a sigmoid curve， i.e.， the dose-response curve 
(DRC). DS: disease severity， RS: resting spore. 
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験系には，門間ら (1988)や天野ら (1995)が記している

根こぶ病の発病要因(土壌理化学性，品種，病原菌等)が

ある程度含まれ，試験結果はそれら要因の発病への影響を

ある程度反映していると考えた.葉ダイコンを用いたポッ

ト試験の結果，発病程度の低下は，菌密度が低い時ほど大き

いという仮説が支持された (Murakamiet al.， 2001) .加えて，

3年間の圃場試験結果(病源菌密度と発病の関係)は，ポッ

ト試験で得た DRC結果とiまぼ一致した (Tsushimaet al.， 1999a， 

2010; Fig. 2). 以上から，ポット試験で得た DRCが，圃場で

の防除対策に役立つと考えた.例えば， DRCは，生物的防除

技術の発病抑制効果を評価することに有効であった(村上，

2000). 同様に，石灰，品種，土壌タイプ，有機物 (Murakami

et al.， 2002)および抑止土壌 (Murakamiet al.， 2000a)の発病

抑制効果が評価された(村上， 2000; Murakami et al.， 2000b; 

2002， 2011). その後，東北地域のハクサイ，キャベツ，ブロッ

コリーなどの栽培圃場の DRC診断がなされるなど， DRC 

診断が IPMに役立つことが示唆された.

割馬らは，ポット試験で得た DRCを用いて土壌中の病源

菌密度推定モデ、ルを作成した (Tsushimaet al.， 1999a， 2010). 

このモデルを使い長期シミュレーションを行うことは，長期

的視点での病害管理や，病気が出る前の予防的対策を行う際

に役立つと考えている. このモデルによる 10年間のシミュ

レーションの結果は，初期の病原菌密度が低いほど病気の進

展も遅くなることや，病勢進展の速度が DRCで評価された

「助長的土壌J(Fig. 3C， D)より「やや抑止的土壌J(Fig. 3A， B) 

で低下することを示した.また， DRCはFusarium属菌によ

るキュウリつる割病やダイコン萎黄病の病勢進展に及ぼす影

響を評価するためにも利用された (Murakru:凶etal.， 2003). 

IPMプロジェクト

1999年，農林水産省委託プロジェクト (IPMプロジェクト)

が，イネ， トマト，ナス，キャベツ，ダイズ， ジャガイモ

およびナシなど多くの作物を対象に開始された. このプロ

ジェクトでは，様々な農薬代替技術の開発や，防除技術を

組み合わせた技術が試された 加えて，農薬の施周回数や

防除コストが比較され， 2005年にはこれらの成果を基に

IPMマニュアル(梅川ら， 2005) が作成された.その中の

いくつかの例を紹介する.

1)各種防除技術の開発:温室で栽培した卜マ卜の例

実用的と考えられる次の防除技術がリスト化されている.

すなわち，病害抵抗的な 11の接ぎ木と 28の台木，抵抗性

品種，生物防除剤，吸湿性フィルムなどである.物理的防

除としては，土壌還元消毒，太陽熱消毒，熱水消毒なども

リスト化された.

また，近い将来利用できると思われる防除技術として，

カラシナ，メチオニン，非病原性Fusarium，弱毒ウイルス

などがあげられている.たとえば，カラシナの鋤き込みが

Fusarium属菌による萎凋病を抑制した.前川ら (2011)は，

その後，ホウレンソウ萎凋病において，カラシナの栽培と

土壌還元消毒の組み合わせが土壌還元消毒単独よりも高い

防除効果を示すことを報告した.

2)慣行栽培と IPMの比較

農薬使用回数と防除コストは， IPMでそれぞれ 9回，

263，000円，慣行栽培では23回， 123，000円であったほ油le

1). IPMでは明らかに防除回数が減っているが，防除コス

トは増加していた. こうした傾向は他の作物でもみられた.

以上から，さらに効率的で，低コスト，省力的な防除技術

の開発が必要となっている.

3) IPMマニュアルで整理された各種防除技術

(1)物理的防除法土壌病害対策としては太陽熱消毒，

熱水処理，土壌還元消毒などが，空気伝染性病害対策では，

光(近 UV，UV-B) ，フィルム (UVカット，吸湿性)など

があげられている. これらの防除技術は，単独または他の

技術と組み合わせて利用されている.たとえば，土壌還元

消毒は太陽熱消毒や有機物との組み合わせでより高い効果

が得られている.新村 (2002) は糖やフスマを混入して還

元状態にした場合，従来の稲わらや石灰を混ぜ、て還元消毒

した時に比べ，ネギ根腐萎凋病が抑制された.さらに，米

本ら (2006) はこの消毒法において，土壌温度が30
0

C以上

の期聞が 280~ 300時間の時に，特に高い防除効果を示す

ことを報告した.土壌還元消毒はMommaet al. (2010， 2013) 

によってさらに詳細な研究が進められている.

(2)生物的防除法生物的防除は IPMの中でも重要な手

段である. このマニュアルでは，化学農薬の代替技術として

Bacillus subtilisがトマト灰色かび病の防除に推奨されている

(Table1). 生物防除剤の数は近年日本では増加し， 2009年

時点で 8剤が商品化となり(田口， 2009)，年間販売額

は 10億円弱となっている.特に， 日本では4剤(B.subtilis， 

nonpathogenicEnvinia carotovora， Talarl捌 !ycesjlav附， 7子;た加derma

atroviride )が，野菜の灰色かび病，軟腐病やイネの細菌病

の防除に使われている.一方，土壌病害では有効な生物防

除剤は少なく， とくに生物防除剤の商品化が難しい. 日本

で生物防除剤が充分に普及していない理由については多

くの研究者によってまとめられている(田口， 2009;封馬，

2001;安井， 2012). それらによると，防除効果や保存中の

剤の安定性が不十分であることが大きな課題となっている.

近年，B. subtilisについては防除効果を高めるため，バチル

スのパウダー (10g/ハウス)を夜間にダクトを通してハ
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Table 1. Case study 1. Comp訂isonof IPM farming and conventional farming on tomato cultivation 

Time Growth Disease (insect) IPMfarming Conventional farming 

Gray mold， Leaf mold， Hygroscopic films， Near-UV 
Vinyl， PO， 

late-Jul Preparation of field Sclerotium disease， Fusarium cutting materials Hot-water 
Soil fumigation (1) 

mid-Aug Transplantation (First crop) 

Sep 

Oct 

Oct-Dec Raising seedlings 

Nov 
Harvest (First crop) finish 

Preparation of field 

Dec Transplantョtion(Second crop) 

Jan 

late-Feb Harvest (Second crop) st紅 t

M紅

Apl 

May Late growth stage 

mid-Aug Harvest finish 

Tbtal number of chemicals 

Control cost per 10 a (Yen) 

wilt， Bacterial wilt 

Leaf mold， bacterial wilt 

Leaf mold， late blight 

Insect (2) 

Soil-borne disease 

Insect (1) 

Graymold 

Gray mold， Leaf mold 

Insect (1) 

Gray mold， Leaf mold 

Insect (2) 

Gray mold， Leaf mold 

Insect (2) 

Insect (1) 

* chemicals was treated only in planting hole. 

ウス内に流し，作物の葉の表面を覆うようにした結果，従

来の細菌懸濁液を処理する方法に比べ高い効果が確認され

ている(安井， 2012). 

農林水産省 IPMガイドラインとその推進

農林水産省は 2005年に IPMガイドラインを策定した.

この中には， IPMを行うためのチェックシート (IPM実践

指標)が含まれている チェックシートはイネ (2005) に

始まり，キャベツとカンキツ (2006)，りんご，なし，トマト，

いちご，大豆，さとうきび，茶，きく (2008) が公開され

ている(農林水産省， 2011; OECD， 2012). 

IPMガイドライン戦略

1.作物毎の IPM実践のためのチェックシートを各都道府

県が作成する.

2. 各都道府県は生産者のための IPMの有効性を評価す

るために，チェックシートを活用するモテ、ル圃場を準

備する.

3 予防，意志決定，防除の 3つのステップを含む IPM

システム (Fig.4) である.予防は病害虫，雑草を防

treatment 

Resistantv紅 iety， Resistant 
Susceptible variety 

rootstock 

Resistant variety， Fungiside (1) Fungiside (2)， 

Insectiside (2) I悶 ectiside(2) 

Soil fungiside (1)* Soil fumigation (1) 

Insectiside (1) Insectiside (1) 

Temperature-moisuture 
Fungiside (2) 

management 

τemperature-moisuture 
Fungiside (2)， 

management， Fungiside (2)， 
Insectiside臼j

Insectiseide (1) 

Biocontrol (1)， Resistant variety， 
Fungiside (6)， 

Temperature-moisuture 
Iれsectis泌且(1)

management，Insectiside (2) 
Temperature-moisuture Fungiside (2)， 

management， Insectiside (BT) (1) I前 ectiside(1) 

Insectis対re(1) I略 ectiside(1) 

9 23 

263，000 123，000 

ぐための環境作りを目指している.たとえば，輪作，

抵抗性品種の活用，種子消毒，在来天敵の活用，フェ

ロモンの活用などがある.意志決定では，許容できる

病害虫のレベルを決定し，予察に基づいた防除適期の

決定を目的としている 防除は，生物的，物理的，化

巨亙E
Declslon ofacceptable p師 tlevels Rnd tJmlng of間企1005.

I 2Surv町 ofprod叫 ionfielCI. I I 曲………問j

Field environn問時 managementfor 
開 ductionof oc四ロ四冊。fp由，tsand
weeds. 

l.Cul回目1control (ch胡酔 ofcro即'1l18
S開。九 dr血 agem国則'es.etc.) 

2.Crop rotation 
3.R国間血.tvariety
4.Seed cJisim田 U曲

S.Dαn田t1c田，tural聞 emi田
6.0h釘omo田

Use ofvarious kinds of contr河nlme曲。ds.
l.Biological回出01

(natural四四民自)

2.Ph)唱団l∞ntrol
(託ickyb咽d， e血)

3.Chemicalαmtrol 

、-ノ
Fig. 4. System of integrated pest managementαPM) constructed by the 

Ministry of Agriculture， Forestry and Fisheries (MAFF)， ]apan. 
This system consists of“prevention，"“decision，" and“contro1." 
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Fig. 5. Checklist of the Ministry of Agriculture， Forestry and Fisheries (MAFF) integrated pest management (IPM) guidelines for rice. This checklist is a 

self-appraisal system. The IPM index αn be obtained from a checklist and is used to evaluate the level of IPM used by the farmer. 

学的防除の活用を目指す.

チェックシー卜 (IPM実践指標)

農林水産省は 11のチェツクシートを作成し，それらを

基に 678件のチェックシート (2010年 193件;2011年 238

件;2012年 247件)が全国の都道府県で準備された(農林水

産省， 2011， 2012; OECD， 2012). 2012年には， 247件のチェツ

クシートのうち 84件については生産者が活用し，残りの

チェックシートについては都道府県の普及センターが取り

組んでいる.たとえば，イネのチェツクシートに関しては，

水田やその周辺の管理，品種，健全種子・苗，種子消毒，育

苗箱内の消毒，移植，雑草防除などの 10項目以上について，

チェックする必要がある.生産者は収穫後に自らチェックリ

ストに記載することになっている (Fig.5). その結果から求

められた IPMインデックスを基に， IPMレベルが評価され

る. このチェックリストは，生産者自身が評価する自己評

価システムであるという特徴がある.

日本における IPMの普及

農林水産省はレポート (OECD，2012) で，普及のために

以下の点が必要と報告している.すなわち， リーダーと指

導者の訓練， IPM技術のコスト削減， IPM実践のためのイ

ンセンティブ， IPMの環境への影響評価，生物的防除の普

及拡大である. このリポートは，生産者， リーダー，指導

者に対する IPMへの理解増進が日本の IPM普及に重要であ

ることを示唆している.加えて， 日本では，多様な農業形

態があるため，それに対応する新たな防除技術の開発をこ

れまで以上に必要としている.

圏内で行われている IPM実践例

ジャガイモそうか病の総合防除が北海道で行われている

(田中， 2005). このプロジェクトでは，前作の発病度 (0%，

1-5%， 6-15%， 16-30%， 31-55%， 56-80%， 81-100%) 

に応じて対策が採られている.たとえば，前作の発病度が

6-15%の時，生産者は， 3つの対策(ジャガイモ栽培前の

エンパク野生種か豆類の栽培， pH5.0に維持，抵抗性品種

の利用)を講ずる 発病度 31-80%の時には，抵抗性強の

品種が勧められ，発病度 81%以上では食用ジャガイモに適

した防除手段がないことから，加工用ジャガイモの栽培が

推奨されている.

兵庫県では， レタスで総合防除が実践されている(岩本・
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相野， 2010). 太陽熱消毒と生物防除資材の組み合わせ(防

除価 70-90)が，太陽熱消毒単独(同 20-30) より高い防除

効果を示した.一方， ウイルス病についても検討がなされ，

藤永ら (2009)は， トルコギキョウに発生するウイルス対

象に総合防除を実践した ここでは，健全種子，病気の進

展とウイルス媒介虫のモニタリング，防虫網の使用，熱水

土壌消毒が使われている.

農林水産省委託プロジェクト (2008-2012) では 2012年

に廃止された臭化メチル対策のための新しい栽培マニュア

ルを作成し公開している(中央農業総合研究センター，

2012). このプロジェクトでは，ピーマン，メロン，キュウリ，

ショウガなどの重要作物について臭化メチル代替技術が開

発された.たとえば， Pepper mild mottle virus (PMMo V) 

に効果のあるウイルスワクチンも生物防除剤として開発さ

れ農薬登録された.

DNA解析を用いた新しい土壌病害管理

2006年に開始された農林水産省委託プロジェクト (eDNA

プロジェクト)では，土壌DNA解析手法が開発され，異なる

土壌タイプの地域で土壌病害等の試験等が行われた.その

結果， DNA解析が土壌病害管理に役立つことが示唆された.

農林水産省 eDNAプロジェク卜 (2006-2010)

持続的農業推進のため，土壌肥沃性を維持し土壌病害を

抑制するために，土壌の物理的，化学的および生物的性質

を解析することは重要であるが，生物的性質の解析は遅れ

ていた.そこで，環境 DNA(eDNA) を用いた土壌の生物

多様性解析手法の開発と，栽培歴，土壌理化学性を含む圏

内初の農耕地 DNAデータベースの構築を目的として研究が

行われた (τsushimaet al.， 2009;封馬， 2010). 土壌 DNA解

析技術として，低コストで簡便であることや，培養できな

い微生物の多様性が解析できる PCR-DGGE(変成剤濃度勾

配電気泳動法)を基幹技術として選抜した.ただし PCR-

DGGEは，ゲル間で、データを比較することが難しいことか

ら，本プロジェクトでは，最初に細菌，糸状菌，線虫を対

象にゲル聞で、も比較ができ，純度の高い土壌DNAを回収し

解析できる PCR-DGGEマニュアルを作成し公開した(Hoshino

and Matsumoto， 2004; Hoshino and Morimoto， 2008， 2010;森本・

星野， 2008;大場・岡田， 2008). 次に，土壌からの抽出 DNA

の純度と量は土壌の性質に強く影響を受けることから，圏内

の様々な土壌タイプについてこの手法がテストされた(村

上， 2011). とくに，畑地の約 45%を占める黒ボク土からの

抽出 DNAは課題が多かったが， PCR-DGGEマニュアルが

有効であることが明らかになった.加えて，農耕地 eDNA

データベース (eDDASs: eDNA database for agricultural soils) 

を構築し公開した. eDDASsには全国からの 3000件以上の

土壌情報が登録されている (Baoet al.， 2012， 2013;芯ushimaet 

aL，2011). 

こうした研究を基に， 2011年開始の農林水産省プロジェ

クトで，新しい土壌病害管理システムが提案された(Tsushima

and Yoshida， 2012). 一般に，空気伝染性病害では発病予測

技術は有効な手段であるが，土壌病害においては予測が難

しく(伊藤， 1989a， b)，労力のわりには実用的ではないと

考えた.そこで， Tsushima and Yoshida (2012) は，発生

予測に依存しない手法 (HeSoDiM)を提案した.

HeSoDiMは，ヒトの健康診断を用いた予防医療と同様に，

畑の診断により発病ポテンシャル(発病しやすさ)を求め，

そのレベルに応じて対策を講ずるものである.すなわち，

ヒトの健康診断では，医師は血液検査の結果だけから病気

の発生を正確に予測することはできないが，得られた結果

から診断項目毎の基準値を基に投薬の要否を判断している.

HeSoD品4はこの考え方を導入しようとするものであり， IPM 

の予防的対策のーっと考える.現在，各種の重要病害につ

いて，経済的，生態的な視点から技術の効果的な組み合わ

せについて検討がなされている. HeSoDiMの概念は Fig.6

lH剖 th伽 kI c:=、 |A附 ssment| グ=、 |D帥 ion
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Fig. 6. The Health Checkup-based Soil-borne Disease Management (HeSoDiM) system. This system consists of a、ealthcheck，"“assessment of D-potential，" 
and “decision of tactics." 
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に示した. このシステムは下記の 3つのステップから構成

されている.

1)第一ステップ:生産者圃場の診断票の作成 このステッ

プでは，栽培前に，生産者の閏場毎に病害防除に必要な診

断項目(品種名，前作発病度， PCR-DGGE解析結果， DRC 

診断結果など)を調べ診断票に記載する

2)第二ステップ:発病ポテンシャルの評価 このステッ

プでは，生産者の畑の現在，過去の診断票を基に，発病ポテ

ンシャルを評価し， レベル(例:レベル 1，2， 3)をつける.

3)第三ステップ:発病ポテンシャルに応じた対策 この

ステップでは，発病ポテンシャルのレベル(例:レベル 1，2， 

3) に応じた経済的に最適な対策技術を選抜する

結 論

IPM研究は日本で 30年以上の歴史がある.そして，多く

の農薬代替技術は前述のように 1930年代から開発されてき

た. 日本の IPMの特徴は政府主導型と言える.現在，発生

子察事業では，農林水産省，都道府県の農業試験場，都道

府県の病害虫防除所，生産者が連携し，都道府県の病害虫

防除所は農林水産省がリスト化した主要病害の発生をモニ

タリングし，そのデータに基づき適切な防除技術を指導し

ている.都道府県によっては普及センターも参加している.

IPM事業もこの発生予察事業のような体制で実施している

からである. しかしながら，生産者による IPMに対する理解

は未だに低い (OECD，2012) のも事実である.加えて，こ

のシステムだけでは生産者の意志決定を支援することは難

しい.なぜなら，栽培条件(栽培管理法，気象条件，作物，

土壌タイプ，農家の規模)とステークホールダーのニーズ

が多様で、あり， この多様性に対応するためには，単に意志

決定支援技術の開発だけでなく， IPMリーダーやコンサル

タント (OECD，2012) が重要であるからである.加えて，

今後，新しいシステムでは，防除費用は栽培管理も含めて

トータルで、計算されるべきと考える.それは，生物的防除，

耕種的防除などの防除手段は しばしば他の病害虫の抑制

や，植物の生育促進などに役立つことがあるからである.
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