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ダイコン種子のダイコン黒腐病検査 

病原菌：Xanthomonas campestris pv. campestris 

 

ア．検 査 試 料： 30,000 粒 

 

イ．前  処  理： なし 

 

ウ．方   法： 洗浄液培養法。10,000 粒のサブサンプルに分け，各サブサンプルに Tween 20 加

用滅菌生理食塩水を加えて振とう洗浄する。洗浄液の原液，10 倍希釈液及び

100 倍希釈液を黒腐病菌選択培地に塗布する。 

 

エ．培   養： 30℃で３～４日間培養する。 

 

オ．鑑   定： 肉眼あるいは低倍率の実体顕微鏡下でコロニーを観察する。黒腐病菌は，デンプ

ン加水分解によるハローを伴った，黄色（培地によっては薄緑色）で光沢のある

粘性コロニーを形成する。このようなコロニーが認められたら，YDC 培地上でコ

ロニー形態を調査し，対象作物の幼苗へ接種を行う。YDC 培地で粘性があり，黄

色色素を産生するもののうち宿主植物に対し病原性が認められたものを黒腐病

菌とする。 

  



 3 / 10 

 

検査の手順 

 

病 原 体：Xanthomonas campestris pv. campestris 

        

対象作物 ：ダイコン 

病  名 ：黒腐病 

方  法 ：洗浄培養法（ISTA 規定法を改変：International Rules for Seed Testing, Edition 2017. 7-019a） 

検査種子数：30,000 粒 

 

Ⅰ．準備する器具・機器等 

参照菌株     … 同定済みの Xanthomonas campestris pv. campestris（Xcc）菌株 

ペトリ皿         …  径 9cm の消毒済みプラスチック製ペトリ皿 

Xcc 選択培地    … FS 培地及び mCS20ABN 培地（調整法は VI．培地等を参照） 

Xcc 推奨培地    … YDC 培地（調整法は VI．培地等を参照） 

資  材      … 三角フラスコ（1,000 ml 又は 500ml） 

種子洗浄液    … 種子洗浄用の 0.2%TweenTM 20 加用滅菌生理食塩水（0.85% NaCl） 

コニカルチューブ  … 希釈容器（滅菌済み） 

恒温培養器（庫） …  28～30℃ 

天秤       … 0.001 g 単位で秤量可能なもの 

pH 計      … 0.01 pH 単位で測定可能なもの 

マイクロピペット … 1,000 l，200l 

滅菌チップ    … マイクロピペット用 

アブラナ科野菜苗 … 病原性試験用（Xanthomonas campestris pv. campestris に感受性のキャベツ

苗） 

振とう機      … 回転 100-125r.p.m. 

滅菌コーンラージ棒 

培養土  …  野菜用育苗培土等 

その他         … ○ピンセット ○70%エタノール ○9cm 径ポリ鉢 ○ボルテックスミキサー 

○ターンテーブル ○白金耳 ○オートクレーブ ○クリーンベンチ ○冷蔵

庫 ○冷凍庫  ●滅菌生理食塩水 ●爪楊枝 等 

注）●は滅菌済みまたはオートクレーブで滅菌（121℃，20 分間）したものを用

いる。○はオートクレーブ不要。ピンセットと白金耳は使用時に火炎滅菌する。 

 

Ⅱ．検査方法 

１．接種用植物の準備 

1.1 培養土に播種後，9cm 径のポリ鉢に２本移植する。本菌に対して感受性であるキャベツの品種を

選んで用いる。 

 

1.2 本葉３～４葉期になるまで害虫の発生に注意しながら育苗する。 
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２．種子洗浄用液の調製 

2.1 無作為に 30,000 粒の種子を選定する。10,000 粒を一つのサブサンプルとし、検査はサブサンプルを

３反復する。 

2.2 1,000 ml 又は 500 ml 容の滅菌済みの三角フラスコに 10,000 粒の種子を入れ，これに２-４℃で予冷

した 0.02 % Tween20 加用滅菌生理食塩水（種子洗浄用液）を加える。加える種子洗浄用液量は下記

の表を参照のこと。 

2.3 振とう機（回転数おおよそ 100-125r.p.m.）で 2.5 時間，室温で振とうする。 

 

 

 

 

 

 

 

３．種子洗浄液の希釈と培地への塗布 

3.1 滅菌チップを付けたマイクロピペットを用いて種子洗浄液を２～４ ml 採取し，滅菌済みのコニカ

ルチューブに移す。この液を原液とする。なお、採取前にはフラスコを良く振って液を混和させてお

く。 

3.2 滅菌チップを付けたマイクロピペットで種子洗浄液（原液）を 0.5 ml 採取し，これを 4.5 ml の滅菌

生理食塩水を入れた滅菌コニカルチューブに加え，ボルテックスミキサーでよく混和する（10 倍希釈

液）。次に，4.5 ml の滅菌生理食塩水を入れた滅菌コニカルチューブに 10 倍希釈液を 0.5 ml 加え，ボ

ルテックスミキサーでよく混和する（100 倍希釈液）。 

3.3 滅菌チップを付けたマイクロピペットで原液，10 倍希釈液及び 100 倍希釈液を 100 l ずつ採取し，

ターンテーブル上に置いた Xcc 選択培地（FS 培地及び mCS20ABN 培地）の中央に滴下する。ターン

テーブルを回転させながら滅菌コーンラージ棒で検査液を平板上に均等に拡げる。１種類の検査液に

つき各選択培地を 2 枚用いる。 

3.4 ポジティブコントロールとして、同定済みの Xcc 菌株を用いる。白金耳ですくい取った Xcc 菌体を

滅菌生理食塩水に溶解し，約 108 CFU（Colony Forming Unit）/ml の菌懸濁液を作製する。102～104CFU/ml

の希釈液を得るため、この菌懸濁液を滅菌生理食塩水で希釈して 106倍までの 10 倍の段階希釈系列を

作製する。この中から 104倍及び 106倍の各希釈液 100l を採取し、FS 培地及び mCS20ABN 培地に塗

布する。 

3.5 28～30℃の恒温器で培養し，３～４日後に評価する。 

3.6 上記の操作に用いた種子洗浄用液と滅菌生理食塩水（希釈液作製用）を各選択培地に塗布した後，

上記と同じ恒温器で培養し，無菌であることを確認する。 

 

４．鑑定 

4.1 培養開始３～４日後，使用した種子洗浄用液等の無菌状態の確認とポジティブコントロール菌株の

生育の確認を行う。 

4.2 ポジティブコントロール菌株のコロニーと比較しながら，検査液を塗布した培地に出現したコロニ

種子 100 粒重が 1 g 未満の場合     ： 種子 1 g 当たり 2.5 ml の種子洗浄用液を加える 

種子 100 粒重が 1 g 以上 2 g 未満の場合 ： 種子 1 g 当たり 2.25 ml の種子洗浄用液を加える 

種子 100 粒重が 2 g 以上の場合     ： 種子 1 g 当たり 2 ml の種子洗浄用液を加える 

表 加える種子洗浄用液の量 
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ーを鑑定する。各選択培地における典型的な Xcc のコロニーは，以下のとおりである。 

 

［FS 培地］デンプン加水分解によるハローを周辺に伴う，小型で薄緑色を呈した光沢のある粘性コロニ

ーを形成する。コロニーの大きさは変化に富む。 

［mCS20ABN 培地］デンプン加水分解によるハローを周辺に伴う，黄白色を呈した光沢のある粘性コロ

ニーを形成する。コロニーの大きさは変化に富む。培養３日後には多数のコロニーが出現して

容易に鑑定できるが，観察が遅れるとハローが融合し検出対象コロニーを判別するのが困難

になる。 

4.3 各培地を数日間４℃に保持すると，ハローが鮮明になる。Xcc と推定されるコロニー数と非検出対

象であることが明白なコロニー数を記録する。 

 

５．Xcc と推定されるコロニーの確認及び同定 

5.1 Xcc と推定されるコロニーがある場合，サブサンプル当たり少なくとも 6 つのコロニーを YDC 培

地に移植する。同時に，同定済みの Xcc 菌株も比較対象として YDC 培地に移植する。移植用の YDC

培地を分注したペトリ皿の底には，マジックペンで図 3 の様に線を引いておく。それぞれの区画に各

コロニーを画線培養する。１枚のペトリ皿には同じサブサンプル由来の菌だけを移植する。 

5.2 28～30℃で，24～48 時間培養する。 

5.3 Xcc と推定されるコロニーを同定済みの Xcc 菌株のコロニーと比較する。Xcc は YDC 培地上で，黄

白色で粘性のあるコロニーを形成する。同様の特徴を示したコロニーを検定株として病原性試験に供

試する。 

 

６．病原性試験 

6.1 本葉３～４葉が展開した接種用作物の苗を用意する。 

6.2 滅菌した爪楊枝で YDC 培地の検定株コロニーを取り、第３葉及び第４葉の縁付近の葉脈に菌を接

種する。1 検定株につき，２本の苗（各苗２葉用い、１葉につき６カ所）に接種する。 

6.3 同時に，ポジティブコントロールとして同定済みの Xcc 菌株を接種する。また，ネガティブコント

ロールとして滅菌爪楊枝処理を行う。 

6.4 接種した苗を温室内に置き，10～14 日後に陽性コントロールの病徴と比較しながら検定株接種苗

を観察する。Xcc は典型的な病徴として，葉縁にＶ字型壊死斑，黄化または壊疽を示す。このような

典型的な病徴を示した検定株を X. campestris pv. campestris と判定する。 

[参考] X. campestris pv. Armoraciae や X. campestris pv. raphani に分類される菌でも，キャベツに対

して接種部位にだけ壊疽を示すものがあることが報告されている（Kamoun et al. 1992; Alvarez 

et al., 1994; Tamura et al., 1994; Vicente et al., 2001; Roberts et al., 2004。 

 

Ⅲ．評価 

１）病原性試験で X. campestris pv. campestris と判定された検定株があった場合は、検査したサンプルを

陽性とする。必要に応じ、種子当たりの病原菌数（CFU）や検査したサンプルに対する陽性サンプル

数等を記録する。 

 

Ⅳ．参考文献 
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Ⅴ．手順の中で注意すること 

１．希釈平板 

希釈液を作製してからできるだけ素早く培地に塗布すること（30 分以内）。平板培地への塗布

は高希釈液から低希釈液に向かって行い，培地名を記載し，表面が乾いた培地の真ん中に 100l を

滴下し，滅菌コーンラージ棒で拡げる。高希釈液から低希釈液に向かって塗布する場合，同一サン

プル内では一本の滅菌チップ，一本の滅菌コーンラージ棒を用いて行うことができる。寒天培地

上の希釈液が十分に乾いてから培養する。 

 

２．扇形に区分された YDC 培地 

９cm ペトリ皿の底をマジックペンで扇形に６等分する。白金耳で単コロニーを取り，一つの区

にジグザクに画線する。この際，隣接する区との間にコンタミネーションが生じないように十分

なスペースを取る。 

 

Ⅵ．培地等 

１）0.02% Tween 20 加用生理食塩水 

塩化ナトリウム（NaCl）  8.5 g 

蒸留水／脱イオン水 950 ml 

容量を 1,000 ml に調整した後，オートクレーブで滅菌（121℃，15 分間）する。オートクレーブ 

後 Tween20 を 0.2ml 加える。容器を密閉すれば使用前に数ヶ月間保管できる。 

 

２）生理食塩水 

塩化ナトリウム（NaCl）  8.5 g 

蒸留水 950 ml 

容量を 1,000 ml に調整した後，オートクレーブで滅菌（121℃，15 分間）する。 

 

 

３）FS 培地：Fieldhouse-Sasser agar 

可溶性デンプン（Merck 1252） 25.0 g 

酵母エキス  0.1 g 

K2HPO4  0.8 g 

KH2PO4  0.8 g 

KNO3  0.5 g 

MgSO4･7H2O  0.1 g 
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1% メチルグリーン水溶液 1.5 ml 

Agar（BD BactoTM Agar） 15.0 g 

蒸留水／脱イオン水 1,000 ml 

pH を 6.5 に調整する。 

オートクレーブ滅菌（121℃，15 分間）後，培地を約 50℃に冷ましてから次の試薬を加え，混合

する。 

 

10 mg/ml ナイスタチン溶液 3.5 ml（35 mg） 

3 mg/ml D-メチオニン溶液 1.0 ml（3 mg） 

1 mg/ml 塩酸ピリドキシン溶液 1.0 ml（1 mg） 

50 mg/ml セファレキシン溶液 1.0 ml（50 mg） 

10 mg/ml トリメトプリム溶液 3.0 ml（30 mg） 

 

９cm ペトリ皿につき約 18ml ずつ分注する。クリーンベンチ内で培地表面を乾かした後，ポリエチ

レン袋に入れて冷蔵庫で保管する。２～４℃で少なくとも４日間保管した本培地を使用すると，本病

原菌の反応（デンプン加水分解）が明瞭になる。培地は作製後４週間以内に使用する。 

 

４）mCS20ABN 培地：Modified Chang-Schaad agar  

Soya peptone  2.0 g 

Tryptone（BD BactoTM Tryptone）  2.0 g 

(NH4)2HPO4  0.8g 

KH2PO4  2.8 g 

MgSO4･7H2O  0.4 g 

L-グルタミン  6.0 g 

L-ヒスチジン  1.0 g 

D-グルコース（Dextrose）  1.0 g 

可溶性デンプン（Merck 1252） 25.0 g 

Agar（BD BactoTM Agar） 18.0 g 

蒸留水／脱イオン水 1000 ml 

pH を 6.5 に調整する。 

高圧滅菌（121℃，15 分間）後，培地を約 50℃に冷ました後に下記の試薬を加える。 

10 mg/ml ナイスタチン溶液 3.5 ml（35 mg） 

40 mg/ml 硫酸ネオマイシン溶液 1.0 ml（40 mg） 

100 mg/ml バシトラシン溶液 1.0 ml（100 mg） 

 

９cm ペトリ皿につき約 18ml ずつ分注する。クリーンベンチ内で培地表面を乾かした後，ポリエチ

レン袋に入れて冷蔵庫で保管する。２～４℃で少なくとも４日間保管した本培地を使用すると，本病

原菌の反応（デンプン加水分解）が明瞭になる。培地は作製後４週間以内に使用する。 

 

５）10 mg/ml ナイスタチン溶液 
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50%エタノール 20 ml にナイスタチン 0.2 g を溶解する。 

 

６）-50 mg/ml バシトラシン溶液 

50%エタノール 20 ml にバシトラシン 1.0 g を溶解する 

 

７）20mg/ml 硫酸ネオマイシン溶液 

滅菌した蒸留水／脱イオン水 20ml に硫酸ネオマイシン 0.4 g を溶解する。 

 

８）1 %メチルグリーン溶液 

滅菌蒸留水 100 ml にメチルグリーン 1.0 g を溶解する。 

 

９）3 mg/ml D-メチオニン溶液 

50%エタノール 100 ml に D-メチオニン 300 mg を溶解する。 

 

10）1 mg/ml 塩酸ピリドキシン溶液 

50%エタノール 30 ml に塩酸ピリドキシン 30 mg を溶解する。 

 

11）20 mg/ml セファレキシン溶液 

50%エタノール 20 ml にセファレキシン 0.4 g を溶解する。 

 

12）10 mg/ml トリメトプリム溶液 

70%エタノール 10 ml にトリメトプリム 0.1 g を溶解する。 

 

13）YDC 培地：Yeast dextrose Chalk 

 酵母エキス 10 g 

   CaCO3 20 g 

   Agar（BD BactoTM Agar） 15 g 

  D-グルコース（Dextrose） 20 g 

 蒸留水／脱イオン水  1,000 ml 

オートクレーブで滅菌（121℃，15 分間）し，９cm ペトリ皿に約 22ml ずつ分注する。クリーン

ベンチ内で培地表面を乾かした後，ポリエチレン袋に入れて室温で保管する。培地は作製後数ヶ

月間使用できる。 
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Ⅶ．図版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．三角フラスコを使用した種子洗浄液の調製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．選択培地における Xanthomonas campestris pv. campestris のコロニー 

FS 培地（左）及び mCS20ABN 培地（右）の X. campestris pv. campestris（Xcc） 

 いずれの培地でも Xcc のコロニー周辺にデンプン加水分解によるハローの形成がみ 

 られる 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

図３．YDC 培地上の Xanthomonas campestris pv. campestris コロニー 

   黄白色で粘性のあるコロニーを形成する。                                                
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図４．接種適期の植物          図５．接種後 14 日目の陰性コントロール 

   本葉３～４枚展葉期のキャベツ幼苗   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６．陽性コントロールの病徴 

接種部位周辺が退緑し，やや水浸状となる。その後葉脈に沿って壊疽があらわれる。 


