
  
  有機栽培イネ細胞間隙に由来する微生物の解析と病害防除

  誌名 土と微生物
ISSN 09122184
著者名 安藤,杉尋

高橋,英樹
発行元 土壌微生物研究会
巻/号 65巻2号
掲載ページ p. 100-103
発行年月 2011年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



土 と微~I; 物 (Soil Microorganisms) Vol. 65 No. 2， pp. 100-103 (2011) 

有機栽培イネ細胞間隙に由来する微生物の解析と病害防除
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1 .はじめに

近代農業で、は生産性を向よさせるため，化学肥料や農一薬の

多投がしばしばなされ，環境に大 きな影響を及ぼすケースが

指摘されている。こうした中，化学肥料や農薬を使用せず守

自然のもつ力を有効に利用する有機農法への注目が高まり守

2006年には有機農業推進法ーが制定されたことで守国や地方

自治体が有機農業を積極的に推進する責務を負う時代となっ

てきた。

しかしながら守 日本の有機農業技術の多くは現場の農家の

経験と工夫によって生み出されたものであり科学的な解析

が卜分に行われていないのが現状であるo 従って有機農業を

広く普及させるには，有機農業の成立機構を科学的に解析し。

体系的に理解することが重要であると考えられる。

有機農業の特徴の一つは化学農薬を使用せずに. :Jl有害によ

る減収を最小限に抑えることができる点にある。実際，有機

農法には農薬に依存せずに病害を抑制する様々な技術が存在

するが.基本は健全な「土作りJと考えることができる。こ

れには C!N比を適正にすることで室素過多による病害発生

を|坊ぐ効果や，土壌微生物の括抗作用によって病原菌の増

殖を抑える効果などがあると理解されている (涌井 舘野，

2∞8 )。 しかしながら 有機農業におけるそれらの病害抑制

効果の詳細は科学的にー|分検討されていないのが現状であ

る。また.実際には様々な要素の複合的な効果であると考え

られ句それら以外にも様々な角度から検証する必要がある。

近年，様々な植物内生菌が病害抵抗性に影響していること

が数多く報告 されており‘ 生物|坊除斉IJとしての可能性が注

目されている (Rodriguezet al.， 2009; Rosenblueth and Martinez 

Romero守2006)。有機農業では殺菌剤等を使用しないことよ

か土壌だけでなく，植物内生菌叢も多様化していることが

推測され。これが病害抵抗性に関与している可能性が考えら
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れる。そこで我々は，その可能性について.我国の主食であ

り，有機農業が最も多く取り組まれているイネを材料として

牧討を行った。本稿では，これまでに得られている結果につ

いて紹介したい。

2. PCR-DGGE解析による内生菌叢の比較解析

まず初めに 有機栽培イネ地上部の内生菌叢が慣行栽培イ

ネのものに対してどの程度の違いがあるのかを PCR-DGGE

j去を用いて解析した。PCR-DGGE法は長さが同じ DNA断

片を配列の追いで分離することができるため. PCRで増幅

した rDNA断片等の違いを泳動パターンの遠いとして検出

でき 微~Iこ物叢の解析に有効な手法である (Garbeva et al .. 

2001. Takahashi et al.. 2011)。内生菌の単mli方法の概略を図

1に示した。まず，有機栽培イネ及び慣行栽培イネの葉身と

葉鞘部分を含む地上部を水道水で、良く洗い，表而に付着し

ている微生物を洗い流した後.植物体を 2-3cm程度に切断

し界面活性斉IJ入りの蒸切水に没漬し減圧することで細胞間

隙に蒸留水を浸透させた。続いて，ネi[物イ本をペーパータオ

ル」こで、良く拭いて表面の水分を|徐いた後，イネ細胞間隙に

生息する内生菌を遠心分離機を用いて細胞開|療に浸透させた

蒸背水と共に採取した。このようにして得た細胞間隙液か

らWaterMasterT¥1DNA purification Kit (EPICENTRE. Madison. 

WI)を用いて 「まるごと 」の DNAを抽出し 18SrDNA(糸状菌)

及び¥ 16S rDNA (細菌)を利用した PCR-DGGEに供試した

(Takahashi et al.， 2011)。
その結果守 18S rDNA及び 16SrDNA共に PCR-DGGEのパ

ターンに大 きな差異は認められなかったが，有機栽培1:8:と慣

行栽培区の問に差異が認められるバンドも存在し有機栽培ー

区のみで確認されるバンドも検出された(図 2)。このこと

から，有機栽培と慣行栽培では内止菌叢の全体としては大き

な違いは存在しないが，有機栽培に特有な内生菌も存在する

可能性が示H変された。
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図2 PCR -DGGE i去によるイネ内生直lの解析
有機栽培のi'1i(A)及び水稲岡 (福島県石川町)で生育し
た水稲 (B)より採取した細胞間隙液にEII来する 18SrDNA 
のDGGEによるバンドパターン。矢正[Iは可，it幾松崎イネに特
徴的なバンドの位置を示す。

3.培養法による内生細菌叢の比較解析

一般に。 Jj守養できる微生物はごく一部であり多くの微生

物は培養できないと考えられている (Rodriguezet a/.. 2009 )。

また，培養可能な微生物でも休眠により培養木能な状態

(viable but nonculturable， VNC)に移行することが夕、IJられて

いる (McDougaldet a1.， 1998; van Overbeek et al.， 2004 ) 0 PCR-

DGGE 法はこのような人工培養が困難な微生物の差異も検出

できるというメリットがあるが，培養できない菌については，

その後の機能解析が難しいのが現状であるo そこで次に，培

養できる菌にターゲットを絞って解析を行った。

PCR-DGGEi去の際に用いた方法と同様にして得たイネ組l

図3 晴義法によるイネ内生菌の比較

胞間|強液に含まれる内生菌を培養法によって有機栽培区と慣

行栽培区の聞で比較した。 まず本実験では細菌のみに着 目

し細胞間隙液を NB培地に塗布し 25'cでl日培養した後

のコロニーをその形状によって比較した。その結果.，出松前

のイネでは慣行栽培区と有機栽培区の聞に差異が認められ‘

有機栽i音区に特徴的なコロニーが検出された(図 3)。 しか

しながら.出穂後のイネでは菌叢が多様化し有機栽培IR

と慣行栽培l更の間で差異は検出できなかった。このことか

ら.有機栽栴イネは生育段階の比較的初期に特徴的な内生菌

を多く有している可能性が考えられた。また，本実験で検

出された有機栽培区に特徴的なコロニーについて 16SrDNA 

配列に基づく分類を行ったところ，Pseudo1/1onas sp.， Bacillus 

sp.， Exiguobacterium sp.， MiCi吋acteriumsp.， EnteJ吋actersp等で

あった。また，有機栽培に特徴的な内生産iが生育初期に多く

みられる傾向があったことから，有機栽培と慣行栽宿の苗を

用いて内生菌の比較を 16SrDNA解析によって行ったところ，

MiCl吋acterium}~菌 • Bacillus属菌 Curtobaaeriwn属菌にお

いて慣行栽培区と有機栽培区で差異が認められた。
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以上のことから，培養法によっても有機栽培イネに特

徴的な内生細菌の存在が示唆された。過去の知l見から.

fそ，'eudomonas属菌については いもち病菌の分生子発芽

を抑制する抗いもち病菌性抗菌物質の産生や。サリチ jレ

酸の蓄積を伴った全身抵抗性を誘導することが報告 され

ている (Gnanamanickamand Mew， 1992; Krishnamurthy and 

Gnanamanickam， 1998 ) 。 また • Bacillus属菌も多くの植物に

おいて全身誘導抵抗性を介して様々な病害に対する抵抗性を

高めていることが知られている (Choudharyand Johri， 2009 )。

Curlobacterium属菌についても Xylellafastidios。によるカンキ

ツ類の Citrusvariegated chlorosisを抑制する効果が報告され

ている (Lacavaet al.， 2007 )。従ってこれら有機栽培に特徴的

な内生菌が有機栽培イネの病害抵抗性に影響している可能性

が考えられた。そこで次に.病原菌の接種実験により有機栽

培に特徴的な内生菌の存在が病害抵抗性に影響するかを検討

しfこ。

4. 有機栽培に特徴的な内生細菌の病害抵抗性へ

の影響

有機栽培イネに特徴的な内生細菌が単離されたことから，

これらの病害抵抗性への影響についてイネの最重要病害であ

るいもち病を対象に検討を行った。内生細菌処理は.吸水 1

日後の種子を内生細菌懸濁i夜中に l日浸i責することによって

行い，播種後3週間の植物体を用いた葉鞘裏面接種j去によっ

ていもち病菌 (MagnatortheOJyzae)の侵入率を検定した。

その結果. AZ2株 (Pseudomonassp.) を接種したイネでは

いもち病菌の侵入菌糸が付着器直下の細胞から近傍の細胞に

伸展する率が低 Fし，接種業鞘内のいもち病菌のバイオマス

も減少する傾向が認められた (1~14 )。さらに，いもち病菌

侵入時の活性酸素生成を DAB染色によって観察したところ

AZ2株接種イネではいもち病菌の付着器直下の染色率が増加

していた (図5)。 すなわち。 AZ2株接種イネの葉鞘では，

いもち病菌の感染を認識後，速やかに活性酸素を生成しこ

れによっていもち病菌の侵入を遅延させている可能性が考え

られた。 しかしながら，業身への噴霧接種で、は病斑形成に差

は認められず. AZ2株のみで、は完全な抵抗↑止を付与するこ
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図4 AZ2株接種によるいもち病菌のバイオマスの変化
いもち病菌のバイオマスは 28SrDNAを用いた qPCRによ
り，イネゲノム 1ngあたりのいもち病菌のゲノム量 (pg)
で評1i!liした。

とはできないと考えられた。

5.今後の課題と展望

これまでの研究により守有機栽培イネには特徴的な内生菌

が生息していることが示唆された。しかしながら，この内主

閣が有機栽培イネにおいてどの程度の普遍性をもって存在し

ているのかを検討することは今後の課題である。また，一部

の有機栽培に特徴的な内生細菌は病原菌の感染に影響する可

能性が示唆されたが。それほど顕著な効呆は認められていな

いのが現状である。生息する内生菌の違いが有機栽培におけ

る病筈抵抗性にどの程度寄与しているかについては守更なる

解析が必要であり 今回研究対象としなかった内生糸状菌や

難培養微生物についての検討，また菌叢として効果を持つ可

能性の検討が今後の課題である。さらには はじめに述べた

ように有機栽培における病筈抵抗性は複合的な要因によるも

のと考えられ。内生菌の効果もその一つであると考えるのが

妥当である。病害抵抗性に影響する内生菌の種類や効力が環

境等の要素によって変化する可能性は 卜分考えられ，検定方

法などの十分な検討も必要と考えられる。

有機農業の成立機構の科学的解析はまだ始まって問もな

い。このような研究を通じて，有機農j去を科学的に説明する

ことが可能となり守応用技術の開発や有機農業に対する正し

い理解を促進できるようになることを期待したい。
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図5 AZ2株媛種によるいもち病菌感染時の活性酸素生成の変化
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-DGGE法により慣行栽培イネと比較した結果，両者で大き

な差異はないが，有機栽培イネにのみ確認できるバンドが存

在した。さらに，培養法によって同様に比較したところ， 有

機栽培イネに特徴的な内生細菌が存在することが示唆され

た。16SrDNA解析から，それらの中には Pseudomollas属菌や

Bacillus属菌 CurtobacteriumJ，高菌ーなど，過去に病害抵抗性を

増強する効呆が報告されているものが含まれていた。このう

ち.AZ2株 (Pseudomollassp.) はいもち病菌の付着器直下の

活性酸素生成を促進し侵入閣糸の伸展を遅延する効果があ

ることが明らかとなった。 しかしながら，病斑形成には影響

せず. AZ2株単独ではいもち病の発生を抑えることはでき

ないと考えられた。今後，その他の菌の影響を解析すると共

に。 AZ2株の様な内生菌が有機栽培イネに存在する嘗遍性

を検証する必要がある。
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