
緒　　言

ウリ科野菜果実汚斑細菌病菌（Acidovorax avenae subsp. citrulli,

以下 Aac）は、ウリ科野菜に感染する植物病原細菌として知ら
れており、我が国においては、1998年に山形県のスイカ栽培
地で本病の感染株が確認されている（菊池ら：1999、白川ら：
2000）。その後も全国各地において散発的に発生しているが、
適切な防除によりまん延防止が行われてきたところである。本
病原細菌は主に種子伝染し (Rane, K. K. and Latin, R. X., 1992)、
日本に侵入した場合、スイカ、メロン等の産地で甚大な被害を
及ぼすことから、我が国は、本病発生国からの宿主植物種子の
輸入に際しては、栽培地検査又は遺伝子診断の措置を求めてい
る。一方で、本病の発生が疑われる国からの輸入種子、あるい
は新規発生国からの輸入種子等に対する緊急対応では、輸入港
において遺伝子診断を実施する必要がある。さらに、ここで陽
性となった場合は、検疫対象となる生菌の有無を確認するため
栽培検定まで行う必要があるが、現行の Grow-out法は一定の
設備や多大な労力を要し、多ロットへの対応が困難である。
　このため、効率的で高感度の栽培検定方法が求められていた。

そこで、種子伝染性病原菌汚染種子を精確かつ効率的に検出す
る方法として、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究
機構 種苗管理センターが開発した、Sweat-bag Seedling法（特
許第 4633645号）を植物防疫所における栽培検定に導入可能か
検討した。同法は、人工気象器等を必要とせず、一定の温度管
理の下、密閉容器内で検査対象種子を発芽させた後、幼苗と発
芽用資材ごと緩衝液で攪拌し得られた混和液を検定試料とする
ことで、容易に多量の種子に対し病原細菌の検出が可能な方法
である。

材料及び方法

1.  供試試料
　陽性コントロールには山形県で分離された菌株（YPPS319）
の凍結保存懸濁液を用いた。
　2016 年 1 月～ 11 月に全国の植物防疫所において輸入検査を
実施したカボチャ種子のうち、二次検査における遺伝子診断

（Loop- mediated Isothermal Amplification, 以下 LAMP 法）に
よる検定（大矢ら：2008）で Aac 陽性となった 22 ロットにつ
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いて、使用済み洗浄種子を Sweat-bag Seedling 法に供試し、
栽培検定用に別途採取した種子を現行どおり Grow-out 法で栽
培検定に供試した。なお、供試粒数については両法ともに栽培
検定検査数量である 1,000 粒としたが、1,000 粒を確保できな
かった 2 ロット（N-039, T-021：以下少量ロット）については
両法ともに 88 粒、95 粒とした。

2. 人工汚染種子の作成
YPPS319菌株を 24時間培養、増殖し滅菌水に懸濁、108cfu/

mlの濃度に調整し、市販のスイカ、トウガン及びカボチャの
生果実内部に 10ml注射接種した。接種から果実全体の腐敗ま
で（概ね 1週間程度）、30℃の恒温器内でポリ袋に密閉して保
管した。腐敗果実から種子を採取し、3日間風乾した後、紙袋
に入れ、乾燥剤を同封し、チャック付きポリ袋で密封し、4℃
で冷蔵保管した。

3. Sweat-bag Seedling(SBS) 法
洗浄種子 1,000 粒を 500 粒× 2 袋のサブサンプルに分け、雑

菌の増殖を防ぐためにイプロジオン水和剤（ロブラール水和剤）
で粉衣処理を行った。なお、少量ロットについては全量を 1 袋
で同様の処理を行った。

ユニパック3L-3（A2サイズ）内に0.01Mリン酸緩衝液（pH7.4）
で湿らせたキムタオルまたは裁断紙の発芽用資材を敷き、その
上に種子を均一に播種した。さらにその上をキムタオルで覆い、
蒸留水を散水し密閉した（Fig.1）。
　28℃暗黒条件で定期的に換気しながら 8～ 12日間静置した。
その後、栽培容器内に滅菌水を適量加え再度密閉し、1分間ま
んべんなく混和し採取した液（以下混和液）を検定試料とした。
　本試験環境による偽陰性の可能性を排除するため、陽性対照
区としては、市販のカボチャ種子 499粒に人工汚染トウガン
種子 1粒混入を 3反復、市販のスイカ種子 998粒に人工汚染
スイカ種子 2粒混入を 1反復、市販のメロン種子 998粒に人
工汚染スイカ種子 2粒混入を 1反復設定した。また、市販の
カボチャ種子 499粒に人工汚染カボチャ種子 1粒混入の陽性
対照区を設けたが、カボチャ種子の汚染率が低かったため、別
途、汚染種子 10粒を同時に同条件で栽培し、Aac特有の病徴
を確認した苗 1本を選び混入させ陽性対照区とした。混和液は、
GenCheck(FASMAC製 )を用いて、そのプロトコルに従い核酸
抽出を行った。さらに、抽出核酸溶液を滅菌水で 5倍希釈した

ものを LAMP 法による検定（以下 LAMP 検定）に供試した。
なお、LAMP検定は輸入時における二次検査の方法に準じて実
施した。LAMP検定でサブサンプルの少なくとも 1つが陽性と
なったロットを Aac陽性と判断した。

4. Grow-out(GO) 法
各検査ロットより採取した 1,000 粒の種子は 333 粒又は 334

粒に 3 等分し、少量ロットは分けずに全量、それぞれイプロジ
オン水和剤（ロブラール水和剤）で粉衣処理を行った。

鹿沼土を底土とし、市販の培養土を入れた育苗箱計 3 箱に、
3 等分したロットの種子をそれぞれ播種、少量ロットについて
は全量を 1 箱に播種し、培養土で覆土した。育苗箱は人工気象
器内 27℃、明期 12 時間、暗期 12 時間で静置し、発芽後、育
苗箱にフラワーキャップをかぶせ、内部の温度を 30℃前後に
保った。
　苗の子葉展開後に、毎日病徴を観察し、疑似症状を呈する苗
については Aac イムノストリップ（Agdia 社）を使用して簡
易検定した。陽性となった苗の組織の粗汁液を LAMP 検定に
供試し、陽性となったロットを Aac 陽性と判断した。

5. SBS 法における混和液からの生菌分離
カボチャ種子の SBS 法においても Aac 生菌の分離が可能か

を確認するため、採取した混和液から選択培地による分離を試
みた。「ウリ科野菜果実汚斑細菌病防除マニュアル（種子生産・
検査用）：以下防除マニュアル」（野菜茶業研究所：2009）を参
照し、不完全 AacSM 培地を用い分離を行った。LAMP 検定
で Aac 陽性を確認した混和液原液を用いて画線培養、及び混
和液を滅菌水で段階希釈し、103 ～ 105 培希釈溶液 100µl を選
択培地上に均一に塗抹した。
　また、子葉展開直後のスイカ及びメロン幼苗を用意し、混和
液原液を束ねた昆虫針で子葉 4 カ所に付傷接種し、3 日～ 4 日
後、子葉の組織粗汁液から上記方法により分離を試みた。なお、
幼苗に接種する混和液原液は、採取直後のもの及び -80℃で凍
結後に解凍したものをそれぞれ 2 反復の計 4 反復とした。

結果及び考察

1. SBS 法と GO 法の比較調査
SBS 法により採取した混和液を、GenCheck(FASMAC 製 )

を用いて抽出したところ、防除マニュアルにおける簡易抽出法
と同等に LAMP 反応の阻害等が無かったことから、当該試薬
が抽出時間短縮に有効であることが示唆された。
　輸入カボチャ等の種子の計 22 ロットを両法に供試した結果、
20 ロットで結果が一致した（陽性 6 ロット、陰性 14 ロット）

（Table 1）。残り 2 ロットについては結果が一致しなかった（N-
049 は SBS 法のみ陽性、K-103 は GO 法のみ陽性）。なお、人
工汚染種子を混入させた陽性対照区では、全ての対照区におい
て Aac が検出された。
　SBS 法は防除マニュアルにおいて、スイカ及びメロン種子
については 1,000 粒、カボチャ等大型種子については 400 ～

Fig.1  Seed setting with SBS method

※文章左右2段組み構成である場合、縮尺率は、横幅を本
表が置かれる位置の文章組幅に合わせる。
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500 粒で検査を行うこととされており、本試験の陽性対照区に
おいても汚染種子を問題なく検出できたことから、本試験にお
ける 1 袋 500 粒の SBS 法では 1 粒でも汚染種子が含まれてい
れば検出可能と考えられる。一方で GO 法は目視に頼った検査
方法であるため、感染見逃しの可能性は否定できない。
　これらのことから、2 ロットの結果が一致しなかった理由と
しては、種子の汚染率の低さ、すなわち GO 法と SBS 法でそ
れぞれサンプリングされた 1,000 粒に汚染種子が含まれるか否
かの差が生じたことが考えられる。加えて GO 法が陰性であっ
たロットについては、感染見逃しの可能性も考えられた。

2.  SBS 法における混和液からの生菌分離
　混和液原液を用いて画線培養した選択培地及び混和液の希釈
溶液を塗抹した選択培地では、雑菌優性となり Aac生菌は分
離できなかった。
　一方、混和液原液をスイカ又はメロン幼苗の子葉に付傷接種
したところ、3日～ 4日後には子葉に典型的な陥没水浸状斑を
呈したため、同部位の組織粗汁液を供試したところ、GO法と
同様に生菌の分離培養が可能であった。なお、採取直後の混和
液原液及び -80℃で凍結した混和液原液は、それぞれ 2反復の

計 4反復で分離が可能であった。
　これらの結果から、SBS法は GO法と同等の感度で Aacを
検出でき、かつ混和液原液を宿主に接種することによって生菌
の分離が可能であることが示唆された。同法は植物防疫所にお
ける Aacの栽培検定法として導入可能と考えられる。
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Table 1 Comparative survey of SBS method and GO method using 
imported pumpkin seeds

【機密性 2 情報】

Table 1 Comparative survey of SBS method and GO method

using imported pumpkin seeds

Inspection lot No.
Results

SBS method GO method

F-011 - -

K-100 - -

K-101 - -

K-102 - -

K-103 - +

K-176 - -

K-178 - -

K-179 - -

K-181 - -

N-014 - -

N-039 - -

N-047 - -

N-048 - -

N-049 + -

N-050 - -

N-132 - -

N-133 + +

N-134 + +

T-010 + +

T-014 + +

T-021 + +

Y-028 + +

※文章左右 2 段組み構成である場合、縮尺率は、横幅を本表が置かれる位置の文章組幅に

合わせる。


