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2 6 消 安 第 2 2 0 3 号

平 成 2 6 年 7 月 1 8 日

北海道農政部長

各農政局消費・安全部長

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長 宛

各植物防疫所長

那覇植物防疫事務所長

農林水産省消費・安全局植物防疫課長

キウイフルーツかいよう病のPsa３系統の当面の対応について

第１ 趣旨

キウイフルーツかいよう病のPsa３系統（以下「本病」という。）は、平成26年

５月に国内で最初の発生が確認され、これまでの調査で計７県で発生が確認され

ている（別紙１）。

本病が既に発生しているニュージーランド等においては、本病の特徴として、

特定の黄色果実品種に対して病原性が強く、被害が大きいとの報告はあるものの、

国内における発生範囲や被害状況については現時点では明らかになっていない。

本病は、国内にまん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあ

る重要病害虫（重要病害虫発生時対応基本指針（平成24年５月17日付け24消安第6

50号消費・安全局長通知）第２に定める重要病害虫をいう。）に該当することから、

植物防疫法（昭和25年法律第151号）第17条に基づく緊急防除等の特別な防除の必

要性を検討し、防除対策を決定する必要がある。

本通知においては、それまでの間の対応として、国及び都道府県が実施する発

生調査や防除措置等についての基本的な内容を定める。

第２ 定義

この通知における防除対策の対象とする病原菌及び植物の定義は、次のとおり

とする。

（１）病原菌 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Psa３
（２）植 物 果実の生産や苗・穂木の生産を目的として国内で栽培するキウイ

フルーツ（自家消費を目的として栽培されているものを除く。）
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第３ 情報の収集

１ 関係機関の連絡先情報

都道府県及び植物防疫所（那覇植物防疫事務所を含む。以下同じ。）は、必要

に応じて連絡がとれるよう、関係機関の連絡先情報を整備するものとする。

２ 生産者・輸入者の情報

都道府県及び植物防疫所は、本病発生の際、直ちに発生調査等の初動対応が

とれるよう、個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号）や

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第58

号）、各都道府県が定める個人情報保護条例に留意しつつ、次の情報を収集する

よう努める。

① 都道府県が収集する果実の生産者の情報

ア 生産者の氏名及び連絡先

イ 生産園地の場所

ウ 生産品種

② 都道府県が収集する苗・穂木の生産者の情報

ア 生産者の氏名及び連絡先

イ 生産園地の場所

ウ 生産品種

③ 植物防疫所が情報収集する苗・穂木・花粉の輸入者の情報

ア 輸入者の氏名及び連絡先

イ 輸入時期

ウ 輸入数量

エ 輸出者の氏名及び連絡先

３ 疑似症状等の情報

（１）都道府県は、平時から、果実の生産者及び苗・穂木の生産者（以下「果

実等生産者」という。以下同じ。）に対し、本病に関する情報提供に努める

とともに、本病の疑似症状や普段見慣れない症状等（別紙２参照）が確認

された場合には、速やかに連絡するよう要請する。

（２）植物防疫所は、平時から苗・穂木・花粉の輸入者に対し、本病に関する

情報提供に努めるとともに、本病の疑似症状や普段見慣れない症状等が確

認された場合には、速やかに連絡するよう指導する。

第４ 調査及び検定体制の整備

都道府県及び植物防疫所は、果実等生産者から本病の疑似症状や普段見慣れな

い症状等に関する情報の連絡があった場合、速やかに調査及び検定ができるよう

体制を整備する。

第５ 発生調査等
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１ 果実等生産者による発生調査

都道府県は、果実等生産者に対し、栽培管理等の作業に併せて、本病の発生

調査を行うよう要請する。

(１）調査の実施時期・回数

① 本病の発生が確認された園地

・収穫後から発芽前まで（11月中旬頃～２月頃）：月２回

・発芽期から収穫期（３月頃～11月上旬頃）：週１回

② 本病の発生が確認されていない園地

・収穫後から発芽前まで（11月中旬頃～２月頃）：月１回

・発芽期から収穫期（３月頃～11月上旬頃）：月２回

（２）調査時の留意点

① 収穫後から発芽前まで（11月中旬頃～２月頃）

感染枝では 12月～１月のせん定時期に、落葉痕やせん定傷から菌液（菌

泥）の漏出が認められる場合がある。２月以降、白濁した菌液もしくは暗

赤色の樹液の漏出をより明らかに確認できる。また、幹の立ち枯れが観察

される場合がある。

② 発芽期から開花期まで（３月頃～５月頃）

発病葉では不整形の褐色斑点が形成される。斑点の周囲にわずかに黄色

のハローが認められる場合もあるので、発病葉の発生を見逃さないように

注意する。発病の最盛期は新梢の伸長が旺盛な４～６月で、梅雨明け後に

は病勢は衰えてくるが、病原菌が完全に死滅しているわけでは無いので、

園内の観察は継続する。

感染枝では樹液の流動が盛んになり、せん定傷等から白濁した菌液もし

くは暗赤色の樹液が漏出する。伸長中の新梢が感染すると水浸状となり、

次第に黒色となり亀裂を生じて萎凋枯死する。結果母枝や枝幹では菌液や

樹液の漏出が認められる場合がある。

花蕾ではガクが褐変し花の腐敗落花が生じるが、花腐細菌病と症状が類

似していることから、外観での判別は難しい。

③ 開花後から収穫期まで（６月～ 11月上旬頃）

梅雨明け後には病勢は衰えてくるが、主枝の樹皮下の褐変及び変色並び

に皮目の赤変、新梢の萎凋（しおれ）、葉の萎凋や葉巻に留意して園内の観

察を継続する。

２ 果実等生産者からの情報収集

（１）都道府県は、１の（２）に留意して、可能な限り本病の発生調査を実施す

るほか、生産地における防除指導や営農指導等の機会を利用し、果実の生産

者から本病の発生（葉の褐色斑点、新梢の萎れ、樹液の漏出など）の有無等



- 4 -

の情報収集に努める。

（２）都道府県は、苗・穂木の生産者に対し、本病の症状がない清浄な苗・穂木

を出荷するよう要請するとともに、本病の発生の有無等の情報収集に努める。

（３）都道府県は、（１）及び（２）により得られた情報について、最寄りの植物

防疫所と情報を共有するとともに、植物防疫課に報告する。

３ 現地調査の実施

（１）都道府県及び植物防疫所は、１により本病の疑似症状などの情報を生産者

等から得た場合には、現地調査を実施する。

（２）都道府県及び植物防疫所は、（１）により疑似症状を認めた場合には、４

に記載する対応を実施する。植物防疫所は、共有された情報を速やかに植物

防疫課に報告する。

４ 疑似症状を認めた場合の対応

（１）疑似症状確認場所における対応

① 都道府県及び植物防疫所は、疑似症状植物を認めた場合、疑似症状植物

の周辺状況を更に調査し、感染のおそれがある植物を特定するとともに、

サンプルを採取し、（２）の検定を行う。ただし、都道府県において検定が

困難な場合には、植物防疫所が実施する。

② 都道府県は、当該疑似症状植物を所有する果実等生産者に対し、本病に

関する説明を行うとともに、（２）による検定の結果が出るまでの暫定的な

措置として次の事項を要請する。

ア 疑似症状植物及びその周辺で特定した感染のおそれのある植物（果実

を除く。）の移動自粛

イ 発症部位の切除、植物体の接触の防止、接木等の作業の自粛等による

園地内のまん延防止対策

③ 都道府県は、果実等生産者に対し、３の（１）により現地調査を行う前

に試料の送付を依頼した場合は、（２）による検定の結果が出るまでの間、

②と同様の対応を要請する。

（２）検定の実施

① 都道府県及び植物防疫所は、別紙３に基づき検定を実施する。

② 検定の結果、陽性と判断された場合、検定を実施した都道府県及び植物

防疫所は、相互に情報を共有するとともに、発見した生産園地の場所、暫

定的に講じた防除措置等の情報を植物防疫課に速やかに報告する。

５ 緊急全国調査

（１）都道府県及び植物防疫所は、本病の全国での発生状況を確認するため、平

成26年秋期及び平成27年春期において、別途定める方法により、全国の果実

の生産園地及び苗・穂木の生産園地における現地調査を実施する。

（２）都道府県及び植物防疫所は（１）により疑似症状を認めた場合には、４に

記載する対応を実施する。
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第６ 発生範囲の特定及び感染範囲の推定

植物防疫課は、第５の４の（２）②の報告を受けた場合には、発生範囲の特定

及び感染範囲の推定を行うため次の措置を講ずるよう、植物防疫所に対する指示

及び都道府県に対する要請を行う。

１ 発生範囲の特定

都道府県及び植物防疫所は、当該園地及び必要に応じて周辺園地における被

害状況の調査を行い、発生範囲の特定を行う。

２ 感染経路の推定

都道府県及び植物防疫所は、当該園地の果実等生産者から、これまでに導入

した苗・穂木・花粉の導入履歴や剪定作業時の使用器具などの感染経路の推定

に必要な情報を聴取する。

３ 感染範囲の推定

都道府県及び植物防疫所は、１及び２の情報を整理し、必要な検定及び追加

調査を実施することにより、感染範囲の推定を行う。

都道府県は、感染範囲と推定される生産園地の果実等生産者に対して、本病

の疑似症状や普段見慣れない症状等がないか継続して観察するよう要請する。

第７ 防除の実施

都道府県及び植物防疫所は、第６の１により特定された発生範囲内の生産園地

において、その被害軽減や当該園地からのまん延防止を図るため、次の防除措置

を講ずる。

１ 果実の生産園地

都道府県及び植物防疫所は、第６の１により特定された発生範囲内の果実の

生産園地について、当該園地の生産者に対し、次の防除措置を実施するよう要

請する。

（１）感染樹の切除・伐採

感染樹については、菌の分散防止のために登録農薬を施用し、速やかに

発症部位（葉、枝）の基部寄りから切除（骨格枝あるいは主幹側に強く切

り戻し）を行う。

切除を行った際には、登録農薬を施用し、感染を防止する。

ただし、主幹又は骨格枝の主幹付近で樹液の漏出が認められる場合は、

主幹の伐採を行う。

なお、切除及び伐採を行った枝や葉は、園地内に埋没又は焼却すること

で処分する。

（２）農薬施用（別紙４参照）

当該園地内の樹については、発病の有無を継続して観察するとともに、

適期に農薬を施用する。特に病原菌が増殖しやすく樹体内の菌密度が高い
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状態となる収穫後から発芽前まで（11月中旬頃～２月頃：主枝や枝幹部へ

の感染防止）、発芽期から開花期まで（３月頃～５月頃：葉や新梢、花蕾へ

の感染防止）に防除を行うことが望ましい。

また、雨が多く気温が低い時には菌の増殖が続きまん延リスクが高くな

るおそれがあるので、開花期後から収穫90日前まで（５月下旬～７月末頃）

に追加防除を行うことが望ましい。

（３）植物の移動

当該園地から他の園地へ本病が伝搬しないよう感染のおそれのある植物

（果実を除く。）の移動はしない。

（４）器具等の消毒

剪定作業に用いるハサミ等の器具は、樹ごとに 200ppm 以上の濃度の次

亜塩素酸ナトリウム水溶液又は 70%エタノールを用いて消毒する。園地ご

とに専用の器具を使用することが望ましい。

なお、トラクター等の大型機械を当該園地に持ち込んだ際は、他の園地

へ本病が伝搬しないようにその都度植物残渣やそれを含む土壌などが付着

しないよう洗浄を行う。

（５）その他

当該園地から他の園地へ本病の伝搬を避けるため、園地から出る際には

靴底の消毒などの対策を行う。

また、園地作業に無用な者が園地内に立ち入らないよう留意する。

２ 苗・穂木の生産園地

都道府県及び植物防疫所は、第６の１により特定された発生範囲内の苗・穂

木の生産園地について、当該園地の生産者に対し、次の防除措置を実施するよ

う要請する。

（１）感染樹の伐採・抜根

感染樹はまん延防止を徹底する観点から、速やかに伐採・抜根を行う。

なお、伐採・抜根を行った樹は、園地内に埋没又は焼却することで処分

する。

（２）農薬施用

当該園地内の樹については、発病の有無を継続して観察するとともに、

適期に農薬を施用する。特に病原菌が増殖しやすく樹体内の菌密度が高い

状態となる収穫後から発芽前まで（11月中旬頃～２月頃：主枝や枝幹部へ

の感染防止）、発芽期から開花期まで（３月頃～５月頃：葉や新梢、花蕾へ

の感染防止）に防除を行うことが望ましい。

（３）植物の移動

当該園地からの苗・穂木は、園地内の全ての感染のおそれのある植物に

感染がないことが２年間以上継続して確認されるまで移動しない。

既に当該園地から移動した苗・穂木がある場合には、都道府県及び植物
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防疫所はその移動先についても調査を行う。なお、その際に、都道府県境

を越えた移動がある場合には、植物防疫課に報告の上で移動先の都道府県

及び植物防疫所の協力を得るものとする。

（４）器具の消毒

剪定作業に用いるハサミ等の器具は、樹ごとに消毒する。（消毒に用いる

資材は、１の（４）に同じ。）

（５）その他

感染園地から他の園地へ本病が伝搬しないよう、園地から出る際には靴

底の消毒などの対策を行う。

また、園地作業に無用な者が園地内に立ち入らないよう留意する。

第８ 清浄な苗・穂木・花粉の確保

１ まん延防止対策

都道府県は、苗・穂木の生産者に対し、本病の症状がない清浄な苗・穂木を

出荷すること、また、その出荷先を記帳することを要請する。

なお、果実の生産園地から穂木等を採取し、他の生産園地に移動しようとす

る場合も、同様に要請する。

２ 侵入防止対策

（１）植物防疫課は、海外から輸入される苗・穂木・花粉について、その輸出

国に対して本病の清浄性を確保するように求める。

（２）植物防疫所は、Psa3発生国から苗・穂木・花粉が輸入された場合には、

その全ての荷口について、ＰＣＲ検定を実施する。

第９ 無発生園地への侵入防止

都道府県及び植物防疫所は、感染のない無発生園地の果実等生産者に対し、次

の事項について周知する。

（１）所有・管理する園地に本病を持ち込まないよう、感染のおそれがない清

浄な苗・穂木・花粉を使用すること。

（２）剪定作業に用いるハサミ等の器具や靴などの持ち込みの際には、消毒す

るよう努めること。

（３）所有・管理する園地の関係者以外の者が必要以上に園地に立ち入らない

ようにすること。

第10 その他

都道府県は、本病の発生に関する情報を、報道発表、病害虫発生予察特殊報の

発出、その他の方法により公表する場合には、公表の時期、方法及びその内容に

ついて、植物防疫課と協議する。



キウイフルーツかいよう病とは

【系統及び発生状況】
１ 病原菌 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Psa3（細菌）
２ 本病原菌は、病原性の異なる４系統が存在し、各国での発生がみられている。
Psa1系統 日本、イタリア
Psa2系統 韓国
Psa3系統 中国、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、ニュージーランド、チリ、トルコ、スイス
Psa4系統 オーストラリア、ニュージーランド

３ 日本では、1984年に静岡県でPsa1系統の発生を確認。これまでに７県で発生したと公表。

【特徴】
（Psa1～4に共通）
１ 本病は、風雨や作業器具、接ぎ木等で伝染すると報告されている。
２ 生育に好適な温度は１０～２０℃程度であり、３２℃以上の高温で多くの菌が死滅。
３ せん定作業や風雨などにより葉や枝の傷口等から細菌が浸出し、葉の褐色斑点（写真１）、

新梢の萎れ、枝幹部の菌液や樹液の漏出（写真２）などの被害が生じる。
４ 果実を食べても、人への影響はない。

（Psa3系統）
既発生国では病原性が強い系統とされ、緑色果実品種より、黄色果実品種に被害が大きく、適切な

防除を講じないと樹木が枯死する場合があると報告されている。他のPsa系統同様に、葉の褐色斑点
（写真３）、新梢の萎れ、枝幹部の菌液や樹液の漏出などの被害が生じる。

○ 細菌が、枝、新梢、葉、花蕾に感染して発生するキウイフルーツの病気。
○ 日本国内では既にPsa1系統が発生していたが、今年新たにPsa3系統の発生を確認。
〇 既発生国ではPsa3系統は病原性が強い系統とされているが、Psa1系統との感染力
の差等については現時点では明確な知見はない。

【これまでの日本におけるPsa1系統の防除方法】

１ 感染した枝や葉は本病の伝染源となるため除去し、埋没又は焼却処分。また、病徴が著しい感染樹
は伐採。

２ 傷口から感染するため、防風垣や防風ネットによる風対策を行い、せん定後は傷口に癒合促進剤を
塗布。

３ 薬剤防除は、細菌性病害に効果の高い銅水和剤や抗生物質（カスガマイシン、ストレプトマイシン等）
を使用。

写真１ 葉の病徴(Psa１系統)
（褐色斑点と黄色いハロー）

写真２ 枝幹部の病徴
（褐変した樹液の漏出）

写真３ 葉の病徴(Psa3系統)
(品種等によってはハローを生

じる場合もある)

【写真：愛媛県提供】

別紙１



キウイフルーツかいよう病のPsa3系統の発生調査のポイント
１．早期発見のポイント

新梢の枯死
枝枯れ、芽枯れ

従来の系統（Psa1）

ではハロー（黄色い
かさ）が見られる場
合が多い。品種等によっては、ハロー

が生じる場合もある。

花蕾の枯死、葉の斑点
※Psa3では葉の斑点が大きくなく、花腐細菌病に
類似している場合がある

樹液の漏出

① 葉及び花蕾① 葉及び花蕾

② 芽枯れ、枝枯れ② 芽枯れ、枝枯れ

主枝や主幹部からの樹液漏出主枝や主幹部からの樹液漏出

２．早期発見を逃した場合

（写真提供：愛媛県）

別紙２



別紙３

キウイフルーツかいよう病菌Psa3系統の検出方法

１ 診断

(１) 園地で別紙２の写真のような症状があるか否かを確認。

(２) 症状を確認した場合

ア 症状のある枝等で、病斑と健全部の境界部分を中心に3～4mm四方の小片を切

り取る。

イ スライドガラス上に切り取った試料を置き、パスツールピペットで1滴の水

（50μl～100μｌ程度）を垂らし、カバーグラスを乗せる。

このとき、カバーグラスは軽く乗せ、決して指で押す等の行為により試料を

潰してはならない。

(３) 生物顕微鏡下(100～400倍)で観察し、カミソリによる切断部分から細菌泥の

漏出を確認する。なお、細菌泥の漏出が観察された場合には、キウイフルーツ

かいよう病を想定し次のステップに進む。

(４) なお、試料を採取・送付する場合には別添１に従う。

２ 分離

(１) 細菌泥の漏出が観察された病斑部を5mm四方程度の小片として切り取り、滅

菌水で２回程度洗浄する。

(２) 洗浄した試料は滅菌スライドガラス上に置き、滅菌水(100μl程度)を滴下し、

滅菌したカミソリで細かく切り刻む。

(３) ガラス製ホモジナイザーを用いる場合は、試料を滅菌水200μlとともに磨砕

する。

(４) 上述で調製した懸濁液を普通寒天培地(NA平板）に白金耳を用いて画線分離

する。

(５) シャーレを裏返し、27℃の定温器で３日間培養する。

(６) 培養２日目以降に出現する0.5mm以下の均一な集落で、培養３日目以降に白

色、円形、中高で周縁が全縁～波状、わずかに粘性で湿光を帯びた1mm程度の

集落になったものを、以下のコロニーPCRによる同定を実施する。

３ 同定

○ すでにかいよう病と同定されている場合には、日本で発生が確認された系統の

Psa3を検出するプライマーセットによるPCRを実施する。

○ かいよう病菌であるかどうかの検定が必要な場合は、キウイフルーツかいよう

病菌のPsa1系統及びPsa3系統を検出するプライマーセットによるPCRを実施する。

陽性であれば、再度分離株から日本で発生が確認された系統のPsa3を検出する

プライマーセットで再度PCRを実施する。

(１) 釣菌

ア ２（６）の集落のうち、検定に供試するものにマジックで丸をつける(写真1）。

イ 丸を付けた集落は、斜面培地に釣菌培養しておく。



写真１

(２) ＰＣＲ

ア 上記（１）イにおいて釣菌した集落の残り（丸を付けた集落）は、クリーン

ベンチ内で、滅菌した爪楊枝を用いて軽く突き（写真2）、事前に作成したPCR

反応液に懸濁する(写真3）。

イ 別添２の方法でPCR検定を行う。

ウ 陽性コントロールが必要な場合には、横浜植物防疫所調査研究部病菌担当に

相談願いたい。

写真２ 写真３



＜参考＞

１．NA培地

平板培地：

・ Nutrient broth(Difco) 8g, 寒天15g～18g、蒸留水1000ml、 pH6.8～7.2

121℃15分高圧滅菌後、クリーンベンチ内でシャーレに分注し固める。

・ 表面をある程度乾かせるために20～30分シャーレのふたをずらしてクリーン

ベンチ内で乾燥させる。

斜面培地：

・ 各試薬を溶かす。寒天を入れる前にpH試験紙等でpHを測定し、pHが6.8～7.2で

あることを確認する（通常はこの範囲に入っている）。

・ その後、メスシリンダーで１リットルまでメスアップし、ビーカーに戻し寒天

を入れ、よくかき混ぜる（この時点では溶けない。湯煎で溶かす。）。

・ ラップ等でふたをして、湯煎を行う。

・ ビーカーの底に沈んでいた寒天が溶け始めたらスターラー等でよく攪拌し、全

体的に透明になるまで完全に溶かす。

・ 分注器は使用前にお湯を通しておく。分注器内部のお湯を抜ききった後、培地

を分注器内に満たし、試験管に分注する（直径18mmの試験管１本につき約8ml）。

・ 分注終了後シリコ栓で栓をし、121℃15分高圧滅菌し、枕木に寝かせて固める。

２．滅菌爪楊枝

100mlビーカーに入れアルミホイルでふたをして121℃15分高圧滅菌

（ない場合は10μl用の滅菌済チップ等で代用可能）

３．プライマーセット

P. syringae pv. actinidiae

（キウイフルーツかいよう病菌の日本で発生が確認されている系統すべてを増幅）

CAGAGGCGCTAACGAGGAAA

CGAGCATACATCAACAGGTCA

China群（Psa3) NZ及び中国で発生し、今回日本で発生が確認された系統

GGAGTTCCAGCAACTGACG

CGCTCAAGATCCTTTTCCAT

Europe群（Psa3) イタリア等（フランス、スペイン、ポルトガル、スイス）で

発生報告のある系統

TGGTGATCGTCTGGATGTGT

ATTATGCTCCTGGCTCATGG

Japan/Korea群(Psa1とPsa2の一部)

AGCAACGGTGGTTTGTTTTC

AAATGTTTGCCAGCCAAGTC
４.プライマー根拠文献：

・ Balestra et al.(2013) Plant Disease / Vol. 97 No. 4 :472-478

・ A Multiplex PCR Assay for Detection of Pseudomonas syringae pv. actinidiae and

Differentiation of Populations with Different Geographic Origin



別添１

キウイフルーツかいよう病疑似症状の採取法

１ 試料採取に当たっては、Psa３の発生を確認した都道府県の「特殊報」の病徴写

真を参考に、病斑組織を中心に健全部分を含めて広い範囲で採取する。

試料採取に使用した剪定鋏等器具類は、その都度、70％エタノール又は200ppm

以上の濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いて消毒する。

２ 試料を採取した植物にその旨を標示する。標示は脱落したり、不鮮明にならな

いよう十分に配慮する。

３ 試料を採取した植物の位置が分かる見取り図を作成する。

４ 採取した試料は、ビニール袋に入れ、散逸しないよう厳重に梱包し、輸送する

までクーラーボックス等によりできる限り低温（0～10℃とする。ただし、かいよ

う病菌の死滅を避けるため、凍結させてはならない。）に保管する。

５ 採取した試料に、個別に試料番号を付し、試料の確認に必要な事項（採取月日、

採取場所、採取者名、試料の詳細）を記録した試料採取票を添付する。

６ 採取した試料の送付には、冷蔵指定（４℃）の郵便又は宅配便を利用する。

分離した菌株を送付するときは斜面培地（普通寒天培地（NA））に移植・培養し

冷蔵指定(4℃）で送付する。



別添２

コロニーPCR法

・PCR反応液を作成し分注する。

・培養48時間以降に出現し、72時間後に1mm程度の大きさになった均一な集落をマジ

ックで丸をつける。

・丸をつけた集落はスラントへ釣菌し、残りは爪楊枝で軽く突く。

・集落に触れた爪楊枝を事前に作成したPCR反応液に懸濁する。

PCR反応 95℃ 5分

95℃ 30秒

60℃ 30秒 30サイクル

72℃ 60秒

72℃ 5分

4℃ Hold

PCR産物を2％アガロース電気泳動で検出。陽性対照と同じ位置に明瞭なバンドが認め

られた場合、本細菌とする。Psa3を検出するプライマーセットでは609bp、全ての系

統を検出するプライマーセットでは311bpのサイズが増幅される。

PCR mixture ：1×PCRbuffer、0.2mM each dNTP, 0.2µM each primer,

0.5U Taq DNA polymerase （TaKaRa Ex Taq® Hot Start Version )

Psa3（日本で発生が確認された系統）を検出するプライマーセット

Primer set : F 5' GGAGTTCCAGCAACTGACG 3'

R 5' CGCTCAAGATCCTTTTCCAT 3'

P. syringae pv. actinidiae（キウイフルーツかいよう病菌であって、日本で発生が

確認されているすべての系統を増幅）

Primer set: F 5' CAGAGGCGCTAACGAGGAAA 3'

R 5' CGAGCATACATCAACAGGTCA 3'



別紙４

キウイフルーツかいよう病に対する農薬施用

１ 収穫後から発芽前まで（11月中旬頃～２月頃）

（１）防除の観点

冬季には落葉痕や、せん定時の切り口を介して感染リスクが高まるため、

銅剤ではせん定前後の散布により、その他の剤ではせん定後の散布により主

枝や枝幹部への感染の防止を図る。抗生物質の樹幹注入により菌密度の上昇

を抑制する。

（２）使用できる薬剤

① 銅水和剤 コサイド3000

2000倍散布（収穫後～開花前まで）

本剤の使用回数「－」

② 銅水和剤 ICボルドー66D

25～50倍散布（収穫後～発芽前まで）

本剤の使用回数「－」

③ 銅・ストレプトマイシン水和剤（銅ストマイ水和剤）

600～800倍散布（休眠期～蕾出現前）

本剤の使用回数「４回以内」

④ カスガマイシン・銅水和剤（カスミンボルドー等）

500倍散布（休眠期）

本剤の使用回数「４回以内」

⑤ ストレプトマイシン水和剤（アグレプト水和剤等）

1000倍散布（収穫90日前まで）

本剤の使用回数「４回以内」

⑥ ストレプトマイシン水和剤（アグレプト液剤）

1000倍樹幹注入（収穫後から落葉前まで）

本剤の使用回数「１回」

⑦ カスガマイシン液剤（カスミン液剤）

400倍散布（収穫90日前まで）、200倍樹幹注入（収穫後から落葉前まで）

本剤の使用回数「４回以内（樹幹注入は１回）」

⑧ オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤（アグリマイシン

－100）



1000倍散布（落花期まで）

本剤の使用回数「３回以内」

（３）留意点

・コサイドボルドー（銅水和剤）は「500倍散布（収穫後～発芽前）」で登

録を有しているが、コサイド3000へ製造切り換え予定であり、既に製造を中

止しているメーカーもあることから、上記薬剤リストからは除外している。

・抗生物質を樹幹注入に使用する場合、樹体内へ十分浸透させるために収穫

後早い時点で施用することが望ましい。

２ 病原菌が増殖しやすい発芽期から開花期まで（３月頃～５月頃）

（１）防除の観点

春先までは銅剤を主体として感染を徹底予防。４月以降に葉や新梢、花蕾

で症状が見られる場合、抗生物質等の散布による防除、感染拡大を図る。

（２）使用できる薬剤

① 銅水和剤（コサイド3000）

2000倍散布（収穫後～開花前まで）

本剤の使用回数「－」

② カスガマイシン・銅水和剤（カスミンボルドー等）

1000倍散布（発芽後叢生期（新梢長約10cm）まで）

本剤の使用回数「４回以内」

③ 銅・ストレプトマイシン水和剤（銅ストマイ水和剤）

600～800倍散布（休眠期～蕾出現前）

本剤の使用回数「４回以内」

④ ストレプトマイシン水和剤（アグレプト水和剤等）

1000倍散布（収穫90日前まで）

本剤の使用回数「４回以内」

⑤ カスガマイシン液剤（カスミン液剤）

400倍散布（収穫90日前まで）

本剤の使用回数「４回以内」

⑥ オキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤（アグリマイシン

－100）

1000倍散布（落花期まで）

本剤の使用回数「３回以内」

（３）留意点

発芽期以降の銅水和剤散布については、薬害軽減のために炭酸カルシウム水



和剤を200倍となるよう混用すること。

３ 雨が多く気温が低い時の開花期後から収穫90日前（５月下旬～７月末頃）

（１）防除の観点

樹体内での菌密度が低下する時期。まん延リスクも低くなるが、気象条件

によっては追加的に抗生物質を散布してまん延を防止する。

（２）使用できる薬剤

① ストレプトマイシン水和剤（アグレプト水和剤等）

1000倍散布（収穫90日前まで）

本剤の使用回数「４回以内」

② カスガマイシン液剤（カスミン液剤）

400倍散布（収穫90日前まで）

本剤の使用回数「４回以内」

（３）留意点

収穫90日前を過ぎると、使用可能な農薬はない。

４ せん定整枝時及び発病枝切除後

（１）防除の観点

発病枝切除による切り口等から病原菌の漏出や飛散を防止するとともに、

せん定整枝時の切り口及び傷口から病原菌の感染を防止する。

（２）使用できる薬剤

トップジンＭペースト（チオファネートメチル剤）

原液塗布

本剤の使用回数「３回以内」

※農薬の登録内容は平成26年６月25日時点のもの。

※有効成分ごとの総使用回数は、銅「－（制限なし）」、カスガマイシン「4回以内

（樹幹注入は1回以内）」、ストレプトマイシン「4回以内（樹幹注入は1回以内）」、

オキシテトラサイクリン「3回以内」であるので、１作期で各総使用回数以内での

施用となるよう、注意すること。


