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堆肥等有機物を利用した土壌病害の防除
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1 .はじめに

近年，環境保全型農業が推進される社会情勢を反映

して有機物の効用が改めて見直され，多種多様な有機

物資材やそれに有用微生物を含ませた微生物資材が栽

培現場で利用されている。しかし土壌病害発生に対す

る有機物の効果はその種類あるいは対象とする病害や

作物によって必ずしも一様ではない。堆肥(コンポス

ト)等の有機物は素材や腐熟の程度も多様で，その使

用法と病害抑制効果については経験に基づいた情報

が多く，不明な点が多い。土壌病害の発生に及ぼす

有機物施用効果に関するこれまでの知見については，

1981年に松田 14)が報告した全国の試験研究事例のま

とめをはじめ，他の解説書 6)や総説 11)などでも紹介

されている。松田 14)によれば，有機物の施用効果は

その素材，作物，病害の種類で複雑な反応が見られる

が，総括的に見ると，果菜類では病害軽減効果の高い

事例が多く，葉菜類では地上部の生育は良好となるが

病害そのものは必ずしも軽減されない。しかし根菜類

では病害の多発事例が多い。施用量は，圃場では一般

的に lOaあたり 0.5~ 5 tの範囲内で用いられる場合

が多く，効果の現れやすい果菜類では有機物施用量が

多いほど病害軽減効果が高くなる傾向にあり，根菜類

や塊茎類では施用量が多いほど発病が助長される傾向

にあるという 。有機物の種類では，未熟な粗大有機物

や青刈り作物は腐熟の進んだ有機物よりも発病の多発

を招く危険性は大きく，青刈り作物など新鮮有機物を

すき込む場合は，施用後一定の放置期間を必要とする

とされている。このように有機物の腐熟度が病害発生

に及ぼす影響は大きく，コンポス トの発病抑止効果は

腐熟度の程度が進むほど効果が高いといわれている 11，

12 )。 コンポストの病害抑制効果には，それに由来す

る微生物とその施用によって活性化された土着微生物
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の関与が考えられる。しかし前者の場合，コンポスト

の素材や製造環境によっては着生する微生物の種類や

密度も異なり一概には評価し難い。また後者にしても，

土壌が違えばそこに生息する微生物相も異なるため，

有機物の施用によって活性化する微生物の種類や構成

などはきわめて多様で，それらがどのように機能して

発病抑止性をもたらすのかなど，体系的な研究はほと

んどされていない。筆者らは，病害防除を目的とした

有機物の効果的な利用法を確立するためには，発病抑

制効果のある事例を解析し，得られた情報を基に最適

施用条件を見出すのも一つのアプローチの仕方ではな

いかと考えた。そこで，ある市販有機質資材(微生物

資材)を材料に，土壌病害の抑止効果に関する試験を

行い，堆肥等有機物の効果的利用法と発病抑止機構に

ついて考察した。

2. 有機物資材の発病抑制効果

市販の有機物資材，特に微生物資材については土壌

病害発生との関係を詳細に調査した事例は少ない。微

生物資材は，細菌，放線菌，糸状菌などの有用微生物

を含有した土壌改良資材の一種で，土壌病害(連作障

害)の抑制や作物の生育促進を目的に使用する資材と

定義され，その製造販売に関わる企業は 100社以上に

及ぶ。しかし土壌病害あるいは連作障害の抑制を目的

に使用される資材については現在全く法規制がないた

め，含まれる微生物の種類や機能，施用効果に関して

は不明瞭な製品も多い。その中には土壌病筈を軽減す

ると表示されているものも多数存在するが， 一般の有

機物とほとんど差異のない資材も多いようである 6)。

これらの資材の多くには措抗菌などの有用微生物を含

むとされているが，それを土壌に処理して発病が抑制

されたとしても，資材に含まれる微生物が期待通りに

機能したとは限らない。有望な菌株を用い， しっかり

した管理のもとで生産された資材であればその可能性
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資材を高圧蒸気殺菌して汚染土壌に施用した場合，非

殺菌資材とほぼ同等の効果が得られた (図2. 3)。

また，蒸気殺菌後の土壌を病原菌で汚染させたのちに

資材を施用した場合も，非殺菌汚染土壌に施用した場

合に比べて発病抑止効果は著しく劣った。以上のこと

から，資材中の微生物は発病抑制にはほとんど関与し

ていないものと考えられた。

3)資材施用が土犠中の微生物に及ぼす影響

資材施用 4週間後の土壌中の菌密度を希釈平板j去に

より調査した結果では，糸状菌数にはほとんど差異は

ないが，細菌と放線菌の密度がやや増加していた。ま
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資材添加から栽培までの期間

資材添加 (5%)から栽培までの期間がホウ レンソウ
萎凋病の発生に及ぼす影響

非殺菌資材

4作目

資材の殺菌の有無がホウレ ンソウ萎凋病の発生に及
ぼす影響

非徹薗資材施用

市販有機質資材CFの施用土壌におけるホウレンソ
ウの栽培状況
資材CFを病原菌汚染土擦に5% (W!W)施用し，
その 4週間後から栽培を開始した。写真はl作目の
栽培状況。
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殺菌資材施用無処理

図3

はあるかもしれないが，資材中に混在する他の微生物

や，その施用によ って増殖した土着微生物が発病抑制

に関与する可能性もある。 したがって，今後これら市

販資材の発病抑止効果については何らかの評価基準を

定める必要があるように思われる。それはともかくと

して， 筆者らはいくつかの市販資材の中から トマ ト萎

凋病やホウ レンソウ萎凋病に対して発病抑制効果が認

められた資材 (CF)を選抜し，その発病抑制機構に

ついて調査した。以下に，これまでに得られた一連の

試験結果1.lO)をまとめた。

1)資材 (CF)の特性

用いた資材 (CF)は家禽糞や植物繊維，カニ殻など

複数の有機物を素材に，多様な微生物群 (構成種は不

明)を含む培養物を添加 して醗酵させペレット状にし

たもので，微生物資材として販売されている。資材の

成分表には， 窒素，リン酸，カリウムの含有率はそれ

ぞれ1.0.1.1，0.5%，C/N比は 14.2と記載され，その標準

施用量は施設では lOa当たり 15~ 30袋(15kg/袋)

とされている。また，パンフレ ットによれば.含有微

生物の効果を生かすために他の有機物との併用が推奨

されている。そこで本資材の評価をするにあたり，ま

ずその単独施用の効果について調査した。

2 )資材の施用方法が発病に及ぼす影響

ホウレンソウ 萎凋病菌 (FusariU1仰 oxysporumf. sp. 

spinaciae)の汚染土壌に条件を変えて資材を施用し，

そこでホウレンソウを連作することによ って発病に及

ぼす影響を調査した。なお，小規模試験はコンテナー

(54 x 34 cm，深さ 20cm) または育苗箱 (45x 36 

cm.深さ 10cm)を用い，ガラス室内で実施した。闇

場レベルでの試験は，ビニールフィルムで雨除けをし

たコンクリー ト枠内の土壌 (2x 3 m)において実施

した。

①施用量

資材施用 2 週間後にホウレンソウを 4 ~ 5 週間栽培

し，その後 1週間の間隔をおいて同様に 3回連作した。

施用量を1，2.5，5% (w/w)として比較した結果，施

用量が多いほど発病が抑制され，その効果は l作目よ

りも 2および3作目で高くなった。

②施用後の放置期間

資材を 5% 施用したのち 0 ~ 4 週間の放置期間を設

けて栽培を開始したと ころ 施用後2週間以内に栽培

した場合はそれほど高い発病抑制効果は認められな

かったが.3週間以上の放置区で効果が認め られるよ

うになった (図1)。

③効果の持続性

資材 5%施用 4週間後から 4連作し各栽培時の発

病程度の推移をみると，発病抑制効果は 3作固までは

持続したがそれ以降の栽培では低下した。 しかし 3 

作目終了後に資材を 2.5%追加施用すると発病抑止性

を持続させることができた (図2)。

④資材または土壌の殺菌
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表 1 ホウレンソウの根から検出される病原菌数

資材添加から播種までの期間 (週)b) 

O 1 2 3 4 5 
無処理 2.4 c) 2.7 1.6 2.7 2.3 1.8 
資材添加 3.7 2.3 1.0 NDd

) ND ND 

無処理 2.4 1.8 2.3 2.0 2.1 2.2 
資材添加 2.1 2.1 2.3 0.8 0.6 0.8 

a)ホウレンソウ萎凋病菌の mt変異株を接種した土壌に資材を添加した
b)播種3週間後に根を採取 ・粉砕し希釈平板法により菌数を調査した
c) Log cfu/g生重
d) Not detected 

た. FDA (f1uorescein diacetate)分解活性を指標にし

た調査によれば，資材施用 1週間以降に土壌中の微

生物活性が高くなっていることが示唆された。また，

資材施用土壌で栽培したホウレンソウ根圏土壌にお

いても，検出される細菌と放線菌の密度がやや高く ，

FDA分解活性も高くなっていた。

一方， 配R-凶 GE(denaturing gradient gel electrophoresis) 

のバンドパターンを指標に細菌の群集構造を比較した

ところ，資材施用土壌で栽培したホウレンソウの根圏

では無施用土壌で栽培した株に比べ，また資材を施用

した非栽培土壌に比べて明らかに多様化しているもの

と判断された(図 4)。

4)資材施用が病原菌の動態に及ぼす影響

①土壌中における病原菌密度および厚壁胞子の発芽

Nit変異株 (硝酸塩利用性変異株)を用いて資材施

用後の土壌中における病原菌数の変動を調べた結果，

施用後5週間まではその密度に顕著な減少は認められ

なかった。一方，資材施用 4週間後の土壌では厚壁胞

子の発芽率が無処理の土壌に比べて顕著に抑制され

た。これらのことから，資材施用によ って土壌の静菌

作用が強くなっているものと推察された。
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1:;根圃 ， 無処理

2:;根園 ， 資材添加

3 : 非 根 回 ， 無 処 理

4 :非根圃 ， 資材添

図4 資材添加土擦におけるホウレンソウ根圏および非根
圏の DGGEノfンドパターン

試験 試験土嬢 a)

E 
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②ホウ レンソウの根から検出される病原菌数

資材施用後の期間を変えてホウ レンソウを播種し，

2週間栽培後の根組織から検出される病原菌数を測定

した。その結果，表 1に示したように資材施用後4週

間以降に栽培した苗では無処理土壌栽培百に比べて菌

数が顕著に少なく，病原菌の感染 ・定着が抑制されて

いることが伺えた。

5 )まとめ

殺菌土壌で有機物の施用効果が現れにくいことはこ

れまでにも指摘されているが14¥本試験結果でも 同

様な結果が得られたこと ，さらに殺菌資材でも発病抑

効果が見られたことから，資材 CFによる発病抑制に

は資材中に存在する微生物よりもむしろそれを施用す

ることによ って増殖した土着微生物が強く関与してい

ることが示唆された。発病抑制効果が認められるのに

要した資材施用から栽培開始までの期間は，土着微生

物の活性化と機能発現に要した期間と考えられる。実

際，資材施用に よって土壌中の微生物活性は根圏も含

めて上昇し細菌と放線菌の密度がやや増加する傾向

が見られ，特に，資材施用土壌で栽培した植物の根圏

では細菌の群集構造が多様化 している様子が伺えた。

病原菌に対しては，資材施用によって土壌中の菌密

度を顕著に減少させる効果はなかったが，土壌静菌作

用が強くなっている こと 宿主植物根への菌の定着が

抑制されていることが示唆された。特に， 耐久体から

発芽した感染前の病原菌は細胞壁が簿くいわば無防備

な状態にあるため，微生物が多様化・ 活性化 した根圏

ではそれらの影響を より強く受けるものと推察され

た。

一方，資材中に含まれている とされる微生物につい

ては，発病抑制や植物の生育促進に関与しているとい

う結果は得られなかったが，これらはおそらく 堆肥化

の促進を目的に選抜 ・導入されたものであろう 。従っ

て，資材 CFは微生物資材というよりは堆肥化された

有機質資材すなわち コンポス トの一種と判断される。

コンポス トの発病抑制効果はその堆肥化の程度 (腐熟

度)に依存しているといわれているが，堆肥に関する

質的な評価基準は設けられていない。その腐熟度は，

C/N比.pH. 陽イオン交換容量 (CEC).槌物種子の

発芽率などを指標にして評価する様々な方法が試みら

れているが 11) 中でも広く 利用 されているのは種子
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発芽率である。コンポストは pottmgm以として利用

される場合も多く ，土壌との混合割合も 50%以上に

及ぶことがあるので 11) 少なくとも植物の生育に負

の影響を与えないことが必要条件となろう 。これを指

標に資材 CFの熟度を評価すれば，過剰施用下ではホ

ウレンソウの生育が抑制される場合もあったので， ま

だ完熟には達していないと判定される。 しかし 5% 

の施用では放置期間を設けて栽培すれば，植物の生育

にはほとんど問題はなかった。

3.堆肥素材の種類と発病抑制効果

資材CFは前述したように複数の有機物を素材に製

造されたものであるので， どのような有機質素材が最

も発病抑制に影響しているのか，同様にホウレンソウ

萎凋病を対象に調査した ))。 用いた有機物は，コムギ

フスマ，廃オガクズ菌床，コーヒー粕，鶏糞をそれぞ

れ素材にした堆肥，およびこれらの混合物とそれにカ

ニ殻を 5%加えたものである。施用条件は，資材 CFと

同様に初回は 5% (w/w)施用して 4週間後から栽培

を開始し. 3団連作した。その結果. 1作目はいずれ

の処理区においても発病抑制効果は認められなかった

が. 2作目以降は効果が認められた(図5)。単一素材

からなる堆肥間ではコーヒー粕堆肥施用区で lおよび

2作目の効果が劣った以外ほとんど差異はなかったが，

100 
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処理区

混合堆肥施用区では発病抑制効果だけでなく，植物

の地上部生育も顕著に促進された。図6はカニ殻を含

む混合堆肥を施用したコンクリート枠での試験状況で

ある。これらの結果より，資材CFに高い発病抑制効

果が見られたのは，混合堆肥と同様に多様な素材を含

むことが原因の一つではないかと推察された。コンポ

スト施用に伴う土壌微生物コミュニティの活性やサイ

ズ，構造の変化は，コンポストに由来する微生物より

もコンポスト自体の物理化学的性質により強く影響さ

れるといわれている 22)。混合堆肥の施用に伴う土壌中

の微生物の動態については現在解析を進めているとこ

ろであるが，有機物の素材が多様化すればそれに着生

する微生物もそれだけ多様化することが予想される。

前述したように資材 CF施用土壌で栽培したホウレン

ソウの根圏では非栽培土壌に比べて細菌群集構造がよ

り多様化していた。土壌中の微生物コミュニティの構

造は，土壌の種類と栽培される植物種の影響を強く受

けるとのことなので 8) 有機物施用は土着の微生物だ

けでなく植物にも影響を及ぼしその根圏でより多様

な微生物群集構造を生み出したものと推察された。

4. 堆肥施用による発病抑止機構

以上に紹介したように，堆肥等有機物の施用に伴っ

て認められた発病抑止効果には，活性化した土着微生

1作目

島田園 ~・ H :堆肥単用
T5 T6 • 堆肥連用
2作目

IEIE TO:無添加

Tl :フスマ土佐肥
T5 T6 

T2 :フスマーオガ堆肥

3作目
T3 :コーヒー粕堆肥

T4 :鶏糞堆肥

T5 :混合堆肥

T6 :混合堆肥+カニ般
E司・・ ... 可姐圃圃・圃

T5 T6 

図5 堆肥素材の種類がホウレンソウ萎凋病の発生に及ぼす影響
病原菌汚染土壌に堆肥を 5%(W/W)添加し4週間後にホウレンソウを播種した。発病程度は播種4週間後に調査した。



非堆肥区 混合堆肥施用区

図6 混合堆肥施用土嬢におけるホウレンソウの栽培状況
堆肥を病原菌汚染土壊に 5%施用し.4週間後から
栽培を開始した。
非堆肥区には化成肥料 (N: P : K = 8 : 8 : 8)を30
kg/lO a施用した。写真は1作自の栽培状況。

物が強く関与するもの と考えられた。これらの微生物

がそれぞれ発揮する発病抑制機能には抗生，寄生，競合，

抵抗性誘導のほか.病原菌の情報伝達機能の阻害お)な

どの作用が挙げられるが，最近では微生物のコミュニ

ティとしての機能が注目されるようになってきた 5.7.9.

16.19 )。また有機物の分解過程で生じた成分が抗菌性を

発揮したり植物に抵抗性を誘導したりする可能性も考

えられるが，これも微生物活動が関与した結果である。

特に，多様な素材からなる有機質資材を添加した土壌

では，特定の微生物種が優先的に活性化して発病抑制

に関与する とは考え難く ，むしろ活性化した多様な微

生物の総合的な作用で発病が抑制されたと考えるのが

妥当であろう 。

病害防除効果のある微生物を複数組み合わせて処理

した場合，単独で処理した場合よりも防除効果が高ま

るという報告は多い 2.4.11.13.ぬ21.24おお)。 そのメカニズ

ムについては，それぞれの持つ機能の複合作用や相乗

作用，あるいは微生物聞の情報伝達を介した機能誘導

または増幅 3.15.17.18)などが挙げられ，これらの事例は，

微生物コミュニテイによって発病抑止性がもたらされ

る可能性を強く示唆するものである。多様な有機物が

投入された土壌での発病抑止性を解析する場合，微生

物コ ミュニティ 全体の機能を解析することが重要であ

るが，何を指標にその機能を評価すればよいのか，今

後の検討課題としたい。

5. おわりに

生物防除を広義に解釈すれば，導入微生物 (BCA).
土着微生物に関わらず，これら微生物の機能を活用し

た病害防除法と定義される。BCAを利用 した防除法

が不安定な原因の一つは 土壌中の複雑な生態系の中

で特定の微生物の密度や活性を長期間維持させるのが

極めて困難な点にある。桔抗菌などを着生させた微生

物資材を土壌消毒後に導入してその効果を高めること
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も推奨されているが 6) それは一時的に他の微生物の

影響を排除したからにすぎず，効果の持続性が改善さ

れたとは考え難い。BCAを利用した土壌病害の防除

試験では，持続性はともかく初期効果が優れていると

いう 事例は多く ，この効果は是非活用したいものであ

る。これに対して，有機物施用は土着微生物を活性化

するので施用後ある程度の期間を経てから防除効果が

認められる場合が多い。そこで両者を組み合わせば，

それぞれの弱点を補った持続性のある効果が得られる

のではないかと期待し現在その試験に取り組んで、い

るところである。

環境保全型農業あるいは持続的農業の一環としての

「土っくり」は各地域で展開されているが，多くは経

験に委ねられているところが大きい。しかし有機農業

は今後ますます盛んになると予想されるので，それを

サポートするためには多くの事例に基づいたマニュア

ルを確立しなければならないであろう 。用いる有機物

の種類や特性や施用量だけでなく，施用する土壌の種

類，対象とする病害や作物などの情報も整理し，病害

防除のための最適処理条件が提供できるシステムを構

築することができれば，抑制可能な病害の種類も多く

なるのではないかと期待される。最後に，現在微生物

資材も含めて多種多様な有機物資材が市販されている

が，利用者を混乱させないためにも，何の規制もない

現状は是非改善すべきである。少なくとも植物生育促

進や発病抑制などの効果については， どこかでそれな

りの評価を受ける必要があると思われる。

要約

堆肥の病害抑制効果を検証するため，複数の有機物

に種々の微生物を混合して堆肥化された市販有機質資

材を供試し，ホウレンソウ萎凋病に対する病害抑止効

果とその機構について検討した。その結果，病害抑止

効果を得るためには，資材施用量が3-5t/lOa.施

用後栽培開始まで 3-4週間の放置期間が必要で、ある

こと病害抑止効果は資材に含まれる微生物よりもそ

の施用に伴って活性化した土着微生物の作用による こ

と資材施用土壌で栽培した植物の根圏では細菌群集

構造が多様化していること，病原菌の密度は資材施用

により急激には減少しないが厚壁胞子の発芽が抑制さ

れるなどの知見を得た。一方，鶏糞や小麦フスマ，廃

オガクズ菌床，コーヒー粕などを素材にした堆肥を上

記市販資材と同様に施用した場合，発病抑止効果は単

一素材の堆肥より混合堆肥においてより高かった。ま

た土壌中の微生物活性も堆肥施用区で増加しその程

度は混合堆肥区が最も高かった。以上の結果より，高

い発病抑止性を得るためには，種々の有機質を素材に

した複合堆肥あるいは素材の異なる堆肥を組み合わせ

た混合堆肥を用い，土着微生物の活性化 ・多様化を図

ることが有効で、あると考察した。
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