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【別紙5】

研究の背景

●現場で起きている具体的な課題

「地力維持」問題・・・農地の有機物減少による
化学性の低下
物理性の低下

「土壌伝染性病害」問題・・・生物性の劣化: 土壌生物相の悪化
「野菜などの低品質化」問題・・・土壌微生物による

植物ホルモンなどの生成バランスの不良
(農産物が硬くてまずくなる)

問題点
1)土壌生物相の生産者向けの分析が困難

・・・農家の判断材料が欠乏
2)かつては土壌燻蒸剤を多用していたが、環境問題が大きい

農地の生産力低下

コムギ

オオムギ

連作障害
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研究の背景

●国等が推奨している、課題解決への取り組み

問題点 2009年などの肥料価格の高騰

解決策 土壌化学性の検査・診断の実施による減肥と土づくり
生物性の検査は無い。メタゲノム解析は研究中

解決策 有機物投入や緑肥作付け

問題点 高品質農産物の生産の必要性の世界的な高まり
解決策 土づくり、減農薬や管理の透明化

認証制度
GAP（Good Agricultural Practice:農業生産工程管理）認証

農業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続可能性を確保するための生産工程管理の取
組で、世界120か国で実施
有機JAS認証
農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないで、自然界の
力で生産された農産物、加工食品、飼料及び畜産物
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研究の背景

●信大独自の取り組み状況

「土づくり」の基礎は土壌分析による適正管理

化学性
フィールドで作物に利用可能な窒素量の非破壊計測

・・・レーザー励起蛍光分析法の開発(図)

土壌養分保持潜在力の非破壊計測・・・長波交流電磁波の利用

生物性
土壌有機物を分解する土壌生物の能力の実態把握

(分解能と外生植物ホルモン生成能の把握)

・・・自家蛍光検出法の開発(本発表)
作物の栄養利用効率を上げる
土壌中のリン酸の利用率向上・・・共生する菌根菌の基礎研究
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従来技術とその問題点

既に実用化されているものには、

①BioLogプレートによる微生物叢評価法

②ATPによる土壌生物バイオマス法

③網羅的遺伝子解析等 があるが、

・植物ホルモン前駆体が含まれていない

・試薬に起因する産業廃棄物問題が発生

・計測コストが高いので、費用対効果が低い

等の問題があり、広く利用されていない。
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった、環境負荷を大幅
に軽減することに成功した。

• 従来は微生物叢評価の点での使用に限られて
いたが、土壌からの植物ホルモン生成能まで
評価できるため、農業でも利用することが可能
となった。

• 本技術の適用により、土壌微生物叢が小さな
プレパラートで簡易に短時間で評価できる
ため、計測コストが1/100程度まで削減されるこ
とが期待される。
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新しい検査法

(1)成長に必要な栄養源を多種類組み合わせた
高密度プレートを開発する。
(2)資源スポット上で短期培養
(3)発色試薬を使わずに自発蛍光で測定
(4)小さくて高感度で安価
(5)作物成長調節作用を測定

従来法(BioLog)に代わる手法を創る

これまでの検査

BioLog法
(アメリカの特許)
微生物の資化特性(栄養源に代謝な
どの化学反応を起こす特性)を分析
するため、2～３日培養し、プレートリー
ダーで読み取って解析する。
(約30,000円/プレートと高価で大きい)

撥水性プレート
素材ウェル数増大

多点・短期培養

９６穴マイクロプレート 計測・分類

土壌懸濁液を培
養して発色させる
。
農地用ではない

プレートリーダー
で増殖パターン
を計測して分類

蛍光
計測

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CaUNqO9A7LwG8M&tbnid=-BwYxt-nLbgTxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://software.ssri.co.jp/statweb2/gloss/glossary_s.html&ei=u2yyU8jSGMXmkgXbqIDIDg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNENiwSsT5A8LE29w5Be8h-gBmm0Cg&ust=1404288563796385
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CaUNqO9A7LwG8M&tbnid=-BwYxt-nLbgTxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://software.ssri.co.jp/statweb2/gloss/glossary_s.html&ei=u2yyU8jSGMXmkgXbqIDIDg&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNENiwSsT5A8LE29w5Be8h-gBmm0Cg&ust=1404288563796385
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想定される用途

• 本技術の特徴を生かすためには、画像計測技
術を適用することで農産物や食品などの微生
物や環境評価の高速化のメリットが大きいと考
えられる。

• 上記以外に、衛生環境などの評価の効果が得
られることも期待される。

• また、達成されたプレートに着目すると、工業製
品製造分野に展開することも可能と思われる。
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微生物バイオマス量の計測原理

土壌肥料学の
従来の方法
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①蛍光画像による検出までの時間短縮

培養プレート: 40×40mmアルミ板にわずかな凹み(φ3-4mm)

撥水スプレーを塗布
凹みに微生物の栄養を滴下して乾燥肉エキス(コンソメスープ3%など)

培養条件: 暗黒・恒温器内に静置、30℃、24時間
検体: 黒ボク土壌の畑地表土の懸濁液

冷却CCDカメラ(C9100-13浜松ホトニクス)を用い、440nm青色光で励起、露
光時間5分でそれぞれ560nm、600nm、680nmの蛍光を画像化した例

560nm 600nm 680nm

微生物の代謝によって生じるフラビンが、青色光の励起に
よって560nm付近の緑蛍光を放つために検出できる
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自発蛍光分析による培養時間の短縮

微生物自体や分泌した微量な物質を検出する
つまり、生物バイオマスを直接・間接的に計測する

1)測定感度を上げる方法
カメラの感度を上げる

2)蛍光自体を増やす方法
ATP測定の蛍光プローブを
用いず、励起力を強化

増殖初期の様子を比較する
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②高密度化

寒天平板培地 多穴培地(BioLog) 高密度平板培地

古典的方法 最近の方法 新しい方法

1プレート1シャーレ
でコロニーを観察 1プレート96ピット

で、グラム染色
(シャーレ96枚と同様)

1プレート100～
1000ポイント

(シャーレ1000枚と同様)

BioLogについての情報
http://www.biolog.com/bibliography.php

高密度にするためには、
印刷技術や精密位置決め
技術を用いる必要がある

http://www.biolog.com/bibliography.php
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培養スポットの高密度化の方法
(伊那市内企業と共同研究)

撥水コーティング処理
(隣のスポットから隔離する
油に強い膜)

土壌懸濁液
土壌微生物の栄養資源
(印刷によって高密度化)

(イメージ図)

栄養資源の上に微生物入りの液体を接触させて
静置し、高密度で短期間培養するための配置

栄養資源量と液量比のばらつきは、反復でカバー
するように多点にする

レーザー
表面加工
処理

ガラス
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植物ホルモン前駆物質などを塗布した
土壌環境計測用プレートの実例

７５×２５ｍｍ
厚さ１ｍｍの
普通の透明ガラス
製プレパラート

各ピットに滴下されている有機物

(伊那市内企業と共同研究による試作品)
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簡易計測システム

光電子増倍型
冷却CCD

カメラなど

土壌希釈液を各ピ
ットに2μlづつ
滴下

２５℃・２日間培養

自発蛍光

背面からプレパラート越しに励起 自発蛍光パターンを観察
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根圏微生物叢の有機資源利用特性

成熟期

開花始や出穂開始期

トリプトファン/メチオニン
分解力の比

有機物分解
総合力(平均)

キビとソバ
の根圏は、成長とともに
微生物の有機物分解能
が高まる

比率が高いと
軟らかい野菜

事例

比率が低いと
病気に強いが
硬い

トリプトファン: 
オーキシン前駆物質

メチオニン: 
エチレン前駆物質
分解(=合成)力
で評価
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実用化に向けた課題
• 現在、植物生理学的に意味ある検査法は

開発済み。しかし、プレート作成や画像情報処理の迅
速化が未解決。

• 今後の課題

(1)光のムラを減少させる条件探査

(2) 多成分多点の有機物プリント技術を確立

(3)スポット面積あたり蛍光量の情報取得と
判定の自動化
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企業への期待

• 未解決の高速の土壌微生物叢評価について
は、自発蛍光画像やスペクトル解析の技術に
より克服できると考えている。

• パターン認識などの画像解析技術

を持つ、企業との共同研究を希望。

• また、環境計測分野への展開を考えている企
業には、本技術の導入が有効と思われる。

560nmの蛍光
パターン
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 : 微生物の検知方法

及び検知装置

• 特許番号 ：第６２７４５３４号

• 権利者 ：国立大学法人 信州大学

• 発明者 ：井上直人
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産学連携の経歴(関係する計測技術)

• 2009年-2011年 JST「育成研究」事業に採択

(紫外レーザー励起蛍光分析による作物体の分析)

• 2015年-2017年 農林水産省「委託プロジェクト研究」
事業に採択

(紫外LED励起蛍光分析による土壌有機物の分析と

装置の開発)



21

お問い合わせ先

株式会社信州TLO

ＴＥＬ 0268－25－5181

ＦＡＸ 0268－25－5188

e-mail info＠shinshu-tlo.co.jp


