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リアルタイム定量PCR法によるイチジク株枯病菌の絶対定量および検出

三好 孝典 1.2，:， ・清水 伸 一 l・篠11碕 毅 l・津田 宏之3

ABSTRACT 

MIYOSHI， T.1
.
2， SHIMIZU， S.I， SHINOZAKI， T.1 and SAWADA， H.3 (2011). Detection and quantification of Ceratocystisβmbriata in 

fig plants by real-time PCR. Jpn. J. Phytopathol. 77: 96-104 

A real-time PCR assay (qPCR) based on TaqMan chemistry was developed to det巴ctand quantify Ceratocystis fimbriata， causal agent 

of fig ceratocystis canker， in fig plants. Specific primers and probe were designed based on the s巴quencesof ITS region of its rDNA. 

The assay was positive for 18 C. fimbriata strains isolated from fig ceratocystis canker in ]apan and n巴gativefor C. fimbriata strains 
isolated from swe巴tpotato black rot and other soil-borne phytopathogenic fungi tested. A standard curve was constructed by means of 

a previously reported recovery test: a series of 50 mg branch tissu巴offig was spiked with lO-fold， serial dilutions of the pathogen's 

ascospores， and each dilution was subjected to DNA extraction and qPCR. A strong linear relationship was measured between the 

threshold cycle value and th巴spore(cell) density from 10¥ to 107 cells per 50 mg fresh tissue. The detection limit was nearly 100 cells 

per 50 mg fresh tissue. When this assay was used to evaluate the density of C. fim俳句tacells in tissues of both artificially and 

naturally infected fig plants， symptomless regions were found to contain less than 103 cells of th巴pathogenper 50 mg fresh tissu巴・
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緒言

イチ ジク 株枯病は 1981年に愛知県で初めて確認(加藤ら，

1981)された後， 全国のイチ ジク 産地に先生が拡大 している

(細見・瓦谷， 2004;梶谷，1992;消氷ら， 1999;外側ら， 1999). 

我が国の主要品種である‘桝井ドーフ ィン' および ‘蓬莱布Ii'

はともに本病に憶病性であり それらが発病すると被筈が周囲

へと急速に藍延するとともに，成木でも短期間で枯死tこ三百るー

このため，本:病lまイチジク栽培における重要な病害の 1っとし

て位置づけられている(細見・瓦谷. 2004;清水ら，1999) 

イチ ジク 株枯病の病原菌は Ceratocystisfimbriata Ellis et 

Halstedとされている (加藤ら， 1981).なお，サ ツマ イモ黒

斑病の病原も 同 じくC.fimbriataであることから，これら 2

つの病原菌はさ まざまな観点から比較されてきた その結

果，両者の間には慌度別生育速度やリボソーム DNA(rDNA) 

の internaltranscribed spacer (ITS)の RFLP解析などにおい

て相違が認められることから， C. fimbriataは種のレベノレで分

割することが適当であるとの意見 もある(梶谷 ・工藤，1993; 

梶谷・兼松， 1997) 

本病を防除するためにトリフノレ ミゾール水不11剤等のこと壌

かん注が行われている(般国ら， 1984;清水ら， 1999)白しか

しその効果は限定的であ り，防除効果を縦持するためには

薬剤の連年施用が必須とされている.イチジク 産地では薬剤

処理f!.労力や環境負荷を!庇滅することが望まれていることか

ら，抵抗性台木の育成ムそれを利用した被警回避技術の開

発が試みられているところである(細見・清水， 2008) 
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ようになってきた (有資， 2007;北{氏 2008) ここでは， r対
象微生物の段階希釈系列を用いて添加回収試験を行う 」 とい

う手11頂(津田ら， 2008)にしたがって検量線を作成し，

ジク の校組織から qPCRによってイチジク株枯病菌を高感度

に絶刻定量する実験系を確立したので，その詳細を報告する

供試菌株 1998年に愛媛県西条市のイチジタ株枯病発病

樹から常法により分離し，病原性と分煩学的な所属を縦認、し

たイチジク株枯病菌 fFT01株jを用いて実験系の構築を

また，細胞あたり の核数や設計 したプライ 7 ーおよ

びプロープの判。異性をfai認するために，第 1表に示したi華l株

J底抗性台木の育成を効率よく進めるためには， fll抗性の程

度を迅速 ・簡便に評価することができる手法が必要となる

そのために謀者らは，定性的な PCRを利用した病原菌ーの検

11:l技術を開発した (清水・ 三好， 2008;清水ら， 2008) 

し，抵抗性の強弱を数値として把握し，台*を選抜するため

の具体的な基準を確立するためには，値物組織中における病

原菌量が正確に絶対定量できるような技術が望ましい

た，このような絶対定量法は，土屋iなどの環境中における病

原菌の動態を解明 したり ，母桧Iや白木の保菌検定を行う上で

も大変有用な妓術となる.

近年， リアルタイム定量 PCR(qPCR)法を利用して，環

境中の微生物を定量することがさまざまな分野で試みられる

イチ

材料および方法
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Ceγ'atocystis funbriata 
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C. fimbriata 
Cβmbriata 
c.βmbriata 
c.βmbriata 
c.βmbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
C. fimbriata 
Cβmbrωta 
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PPalmivora 
P palmivora 
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Ppalmivora 
P citricola 
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P citrophthora 
P citrophthora 
P citrophthora 
Pythium vexans 
P helicoides 
Rosellinia necatrix 

学名

a)農業生物資源ジーンパンクへ菌株を登録した

b) rDNA ITS領域の極基配列を解説したイチジク株枯病菌 配JIHますべて FTOl(AB576638)と完全に ・致していた

c)子のう胞子，分生子および栄養菌糸の核数を調査した菌株， d)愛媛県農林水産ー研究所果樹研究センタ一保存菌株

e)楠岡県病害虫防|徐所分譲株. f)大阪府環境農林水産総合研究所食とみどり技術センタ一分譲株

g)愛知県農業総合試験場分譲株 h)第 2表に示 したプライマー・プロープを用いた 十:矯棉， ヨド増幅.
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を供試した

細胞あたりの核数の確認 第 l表に示したイチ ジク株枯病

菌から採取地などの来歴を考慮しながら 12菌株を選び， そ

れらの子のう胞子，分生子および栄養菌糸をカルノワ液で固

定後， DAPI染色して細胞当た りの核数を調査した

DNA抽出 菌体細胞から全 DNAを抽出する場合は，供試

菌株を PDA(Difco)の平板培地を用いて 250Cで5日間培養

した 菌体を含む培地を 1cm角で切り :I:lし，2mlチュ ーブ

(TMω625， トミー精工)に 4.8mmステンレスビーズ (SUB-

50， トミ ー精工)およひ‘滅菌水 100μ!とともに入れた. ビー

ズ式細胞仮砕装置 (MicroSmash MS-100R， トミー精工)で破

砕 (5000rpm， 60秒)した後， DNeasy Plant mini kit (QIAGEN) 

のプロトコ ールにしたがって全 DNAを抽出した. また，イ

チジクの校組織から全 DNAを抽出する場合は，組織 50mg 

(生重， 以下同じ)を 300μlの滅菌水およびビーズとともに

2mlチュ ーブに入れ，ビーズ式細胞彼伴装置で破砕しその

産物から DNeasyPlant mini kitを用いて調製した.

rDNA ITS領域の塩基配列の決定 Whit巴etα1. (1990)の

方法に したがい， ITS1/lTS4プライマーセット を用し、た PCR

によって，イチジク1*枯病菌から rDNA の ITS 領域を噌IV~ し

た.得られた増幅産物の配列は 増11原に用いたプライマーを

シーケンス用プライマー として使用し，ダイ レクトシーケン

スによって決定した

プライマー・プローブの設計と qPCRにおける特異性の確

認 木研究において決定したイチジク株枯病菌の ITS領域

の配列と、サツマイモ黒斑病菌および主な土壌伝染性病原糸

状菌の既報の当該配列をもとに，イチジク株枯病菌に特異的

な配列を探索 した上で， プライマー (QCFF/QCFR)および

プロープ (QCFPro)を設計した(第 2表)• 

qPCRは LightCyclerST300 (Roche Applied Science)を用L、

て行った. 1サンフ勺レ分の反応溶液は，水 8.0μ1，各プ ライ

マー (10μM)1.0μ1，加水分解プロ ープ(2μM)1.0 μ1， TaqMan 

7 スターミ ックス (5x， Roche Applied Science) 4.0μ1，テ

ンプ レート 5.0μlの合計 20.0μ!として調製した.反応プロト

コールと しては，初期活性化として 950C，10分を 1サイク

ノレ， 950C， 10秒と 600C，20秒の 2ステップを 45サイクル，

最後に 400C，30秒を lサイ クル行うと いう条件を用いた

温度変化速度は 200CI秒に設定した この反応条件と第 l表

に示した菌株を用いて qPCRを行い，設計したプライ 7 ーお

よびプロ ープの特異性を確認した

qPCRに対するイチジク枝組織由来の植物成分の影響 イ

チジク 校組織由来の反応阻害物質が qPCRの定量値に影響を

与えるかどうかを調査するため，木菌の干 のう胞子のみをサ

ンフ・ルとした区(無添加|互におよびそれと同数の子のう胞子

とイチジク校組織とを混合したサン 7'ノレ(添加区)を用意し，

それぞれから DNAを抽出して qPCRを行い， Threshold Cycle 

(Ct)値を比較したすなわち，血球計算盤を用いてイ チジク

株枯病菌 (FTOl) の子のう胞子懸濁液を約 106子のう胞子数

Imlに調整し，それを原液として 106~ 102子の う胞子数Iml

の連続 10倍希釈の系列を作製したーこの各系列から 100μlず

つを供試して DNA抽出を行い，無添加l区の試料とした. ま

た，子のう胞子懸渇液の各系列 100μ!とイ チジク校組織50mg

とを混合したサンプノレからも，同傑に DNA抽出を行 って添

加l区の試料とした得られた DNA試料を用いて qPCRを行

い， Ct値を決定するという操作を 3反復行った

検量線の作成と絶対定量可能な範囲の確認 「対象徴生物

の段階希釈系列を用いて添加回収試験を行う jとい う手順 (津

田ら， 2008)にしたがって検量級を作成したーそのために， 1 

X 108子のう胞子数Imlに調殺した FTOlの子のう胞子懸消液

を原液として，連続 10倍希釈の系列(108~ 101子のう胞子

第2表 イチジク株枯病菌に特典的なプライマーおよ びプロ ープ

プライマーおよび
配列 (5'から3')

プロープ

PCR 

CFF3 GATAAGAGATATGCTGCγγfGG 

CFR3 GTTTCCAACAGAAGTTGAATACAG 

トJestedPCR (nPCR) 
CFF5 CACTACCAGCAGTATAA1寸CT

CFR5 CTACACAGGGGAGCTGGCAAG 

リアルタ イム定量 PCR(qPCR) 

(プラ イ7 ー)
QCFF 

QCFR 

(プロープ)
QCFPro 

CTATAAACCATGTGTGAACG 

TTATACTGCTGGTAGTGGGA 

FAM一CCCAACTACCAAAGCAGCATATCTCTTATCT-TAMRA一

増幅産物の
標的配列 サイズ (bp)

lTSl 

ITS2 

lTSl 

lTS2 

ITSl 

ITSl 

lTSl 

520 

370 

118 

文献

清水ら

(2002) 

清水ら

(2008) 

本研究
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数1m!)を作製した あらかじめビーズチュ ーブに入れてお

いたイチジク 枝組織 50mgに刻し，各系列の 100μ1を添加す

ることによっ て， 107 ~ 100子のう胞子数/校 50mgの密度で

子のう 胞子を含む校組織の系列を作製ーし，これを検量線作成

用の標準試料とした この標準試料をビーズ式細胞破砕装置

で破砕し， DNeasy Plant mini kitで全DNAを抽出した後， qPCR

を3反復で行った得られた回帰直線をもとに，絶対定員が

可能な範囲を 「イチジク枝組織 50mg (生重)中の病原菌細

胞数(子のう胞子数)J= r細胞数/校 50mgJを単位として

算出するとともに，実験精度についても評価した.

接種試験および自然発病樹における外観健全部位と発病

部位の病原菌密度 イチ ジク品種 明 井 ドーフィン'およ び

‘蓬莱利fのポット値え 1/if. ~L=. i'古木を用い，虫ピン (1針)で

深さ 1mm程度に校を付傷し，そこへ PDA平板培地 lーに形

成させた FTOlの子のう胞子塊を l悩埋め込んでパラフィノレ

ムで覆った 接種は地際から 20cm間隔で¥ l樹当たり 5か

ら6か所に行った J主種 2週間後に校を輪切りにした上で，

組織(皮部，木部を含む)を 「渇変した発病部位j と隣接す

る 「肉眼的には褐変が認められない外観健全部位jとに仕分

けした後， それぞれからサンフ勺レを採取 して分析に供した

すなわち，1音1¥位について 50mgの校組織を採取後， 会:DNA

を抽出して qPCRを行い，病原菌量を測定した.なお't)l1

井ドーフ ィン'は 30音IH立(発病部位 15，外観健全部位 15)， 

‘蓬莱柿'は 22部位(発病部位 11 外観健全部位 11)から

サンプノレ採取を行った.

また， 物件|ドーフィン'の切り校(直径約 2cm，長さ約

20 cm)の中央に FT01を付傷桜種し， 250Cで加湿状態にし

て 10~ 20日間置いた後， 上記と同様に してサンフ.ルを採取

して試験に供した 接種には 22本の校を用い，各校の発病

部位と外観健全部位からサンフ.ルを 1個ずつ採取した さら

に，困;場で自然、発病した 10年生の‘蓬莱柿'についても制

査を試みた.すなわち，発病枝を輪切りにして内部組織を発

病部位と外観健全部位とに区分した上で，同様に して 47サ

ンフ.ノレを採取 して病原菌量を測定した

なお，これらの試験における陰性対照と して，病原菌を接

種していない校からも 50mgの校組織を採取しその全 DNA

をt出出して qPCRを行っ た

PCRおよび、nestedPCRにおける反応特異性と検出限界の

評価 qPCRとの比較のために， PCRおよび nestedPCR 

(nPCR)についても既報 (清水ら， 2008)の条件にしたがっ

て試験を実施し，第 2表に示したそれぞれのプラ イマーの特

異性に閲 して改めて検証を行った.さらに，前項で使用した

サンフ・ル，すなわち， 人工接積した商や校， およ び自然発病

校由来の DNAサンフ.ルのにl'から任意に 45サン プルを選び，

それを鋳型と して用いる ことによって PCRおよび nPCRを

実施した.得られた結果と，あらかじめ算出してあった qPCR

の定量値とを比較することによ って，PCRおよび nPCRにお

ける検出限界の評価を行った

結果

細胞あたりの核数の確認

愛媛県， 福岡県，和歌山県，大阪府および愛知県から分離

されたイチジク株枯病菌 12菌株(第 1表)の子のう胞子，分

~J:.子および栄養菌糸について，細胞当たりの後数を DAPI 染

色によ って調査した その結果，いずれの菌株においても，

複数の核が単一細胞内で共存しているような場面は全く観

察できなかった (第 1図)

rDNA ITS領域の塩基配列の決定

愛媛県，稲岡県，大阪府および愛知県由来の 14菌株の本

菌(第 1表)について，その rDNAITS領域の配列 (593bp) 

をダイレク トシーケンスによって決定することができた，こ

のうちの FT01の配列を， GenBanki位MBLIDDBJDNAデータ

ベースにアクセ ッション需号 AB576638として登録した 決

定 した 14個の配列を比較したところ，これらは互いに完全

一致 しており，わが国に分布するイチジ ク株枯病i詰lは遺伝的

均一性がきわめて高いことが明らかとなったー

プライ マ ・プ口 ブの設計と qPCRにおける特異性の確認

イチジク株枯病菌に特典的な配列をもとに，第 2表に示 し

たqPCR用のプライマーおよびプロープを設計することがで

きた.これらを用いて qPCRを行ったところ，供試したイ チ

ジク株枯病商 18菌株に閲しては，いずれにおいても明瞭な

増慨を認めることができた (第 l表) さらに，増III~産物を

アプfロースゲル電気泳動によって確認したところ，想定され

るサイズの|新)~が認められた 一方，比較に用いたサツマイ

モ熊斑病琵lや他の土壌伝染性病原糸状尚一については，増111詰は

全 く認められなかった

第 l医lイチジク株枯病菌 (FTOl株)の子のう胞子および栄養

菌糸における核数の確認

A 子のう胞子， B 栄養菌糸，スケーノレ 10μm 
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qPCRに対するイチジク枝組織由来の植物成分の影響

イチジク校組織から DNA抽出を行う際に， qPCRの反応

を回害するような植物成分が混入し，定量値が影響を受ける

かどうかについて検討 した そのために， 子のう胞子のみの

場合 (無添加区)と，子のう胞子と 50mg生霊のイチジク校

組織を混合した場合(添加区)についてそれぞれ DNAを抽

出し， qPCRを行って Ct値を比較した得られたデータをも

とに回帰直線を算出したところ，いずれの区の相関係数もき

検量線の作成と絶対定量可能な範囲の確認

イチジク校組織中の本菌を絶対定墨できるようにするた

めには，適切な標準試料を月1いて検量線を作成するととも

に，その信頼性や定量可能範囲について事前に評価しておく

必要がある.ここでは， r対象徴生物の段階希釈系列を用い

て添加回収試験を行うJとしづ手11頂 (津田ら， 2008) にした

がって検量線を作成することにした目すなわち， 100 ~ 10
7 

細胞数/校 50mgの猪度で病原菌の細胞(子のう胞子)を含

わめて高く，強い直線性が認められた (第 2図) また，両 む校組織の系列を調製し，この系列を検量線作成用の標準試

者の傾きはほぼ一致しており， PCR増幅効率に差異のないこ 料とした.この系列から全 DNAを抽出して qPCRを行った

とが確認できた ところ， 10
1 ~ 10

7細胞数/校 50mgの範囲で強い直線性 (R2

35 

-胞子のみ(無添加区)
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第2図 イチジク株枯病菌の子のう胞子にイチジク枝組織を加

えた場合(添加l区)と子のう胞子のみの場合(無添加l

区)の Ct値の比較
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== 0.996)が認められた (第 3図).PCR効率も 97.6% (傾

き -3.38)となり，適正 とされている範囲 (80......120%) 

(北(氏 2008)に入ることが係認できた.一方， 100細胞数/

校 50mgの密度のサンフりレからも噌11同が認められたが， その

Ct備はこの回帰直線からやや外れることが明らかとなった

(第3図)

接種試験および自然発病樹における外観健全部位と発病

部位の病原菌密度

苗木へ接種した場合は， ‘桝井ドーフィン'および ‘蓬莱

柿‘のいずれにおいても，外観健全部位から得られた定量値

は 104細胞数/校 50mgより低くなった 一方，発病部位ーか

らは 105細胞数/校 50mgより高い値が得られた(第 4区1). 
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なお，これらの試験において，陰性対照として用いた未J妾

種の校組織由来の DNAサンプルからは，増幅は全く認めら

れなかった また，第 4 ~6 図における白抜き (口， 0)は，

検量線作成密度(第 3図)の範囲外であったため，外挿によ

り概算した値で‘ある ことを示している.

PCRおよび‘nestedPCRにおける反応特異性と検出限界の

評価

第 2表に示 したプライマーの特異性について確認したと

ころ， PCR (データは示していない)および nPCR(第 1表)

のいずれに関しても例外的な反応は認められなかったま

た，前項で使用した DNA サンプル(第 4~6 区J) のに|コから

任意に 45サンプルを選び，それを鋳型として用いることに

よって PCRを笑施し， qPCRの定量値との比較を行ったーそ

の結果， PCRの検出限界は 102細胞数/校 50mgであること

が明らかとなった(第 7図) また，同様にして nPCRを行っ

た場合の検出限界は 101細胞数/枝 50mgとなった

考察

嫡物病原糸状I岩を対象とした PCRでは，rDNAのITS領域

を標的と して特異的プライマ ーが設計さ れることが比較的

多く， qPCRにおいても同様な事例が報告されつつある

(Malvick and Impullitti， 2007; Shishido et al.， 2010) .単核の菌

糸細胞当たりのコピー数が必須遺伝子では1コピーであるこ

とが多いのに対し， rDNAは数十から数百コピー存在してい

るとされている (Butlerand Metzenberg， 1989; Tsuchiya and 

Taga， 2001). そのため， ITS領岐を標的としてプライマーや

プロ ープを設計すれば， 反応のために必要な鋳型がそれだけ

多く確保できることにな り，検出感度を上げる上で有利とな

ることが頻用されている:盟由の lつであろう.

また， rDNAのITS鎖J或には多型が豊富に存在するため，

特奥性の高いプライマーを設計しやすいこともそのJ里i主!と

して挙げることができる 同種 (c.fimbriata)として扱われ

ているイチジク株枯病菌とサツマイモ黒斑病菌に関しても，

ITS領域を対象とした RFLP解析において両者の同に多型が

認められている(梶谷 ・工藤， 1993;梶谷 ・兼松， 1997).一

方，イチジ ク株枯病菌の分離菌株聞で変異が存在するかどう

かについて検討したと ころ 供試した国内産の 14菌株 (第

l表)に関しては ITS領域内に多型は認め られず，配列が完

全に一致していた

以上のことから，園内産のイチジク株枯病菌を対象とした

プライマー・プロープは ITS領域をi際的として設計するこ

とが適当であると判断した.設計したプライマー ・プロ ープ

(第 2表)を用いて実際に qPCRを行って特異性を確認した

ところ，イ チジク株枯病菌についてはすべての供試菌株で増

隔が認められたのに対し，サツマイモ黒斑病菌からは全く増

11腐は認められず，期待通りの高い特異性を確保することがで

きた(第 1表)

他物体を対象として qPCR検出を行う場合に大きな問題と

なるのが， 補物組織中に含まれている多糖類やポリ フェノー

ノレ類などによって反応阻害がもたらされる可能性があるこ

とである本研究における実験系がこのような阻害物質の晶

入による影響を受けるかどうかについて検討したところj;僧

1偏効率が影響を受けるような傾向は認められなかった(第 2

図) すなわち，本研究で機築したサンプル前処理， DNA抽

出 ・精製および qPCRの一連の実験系は，間害物質の影響を

受けに くいことが確認できた

qPCRによって絶対定量を行うためには， プライマー ・プ

ロープの標的配列と同ーの配列を有しており，絶対量が判明

しているような標準試料を用意し，それを用いて検量級を作

成する必要がある対象となる微生物から標的配列を含む領

域をクロ ーニ ングし，それを組み込んだプラスミドを標準試

:1，qとして用いることが実際には多いと思われる(北僚，

2008) しかし対象微生物の染色体とクローニング用のプ

ラスミ ドとでは高次構造が筏端に~なるために， qPCRにお

ける増幅効率に違いがさL.:じる可能性がある この点について

筆者らが検証したとこる， プラスミドを鋳211とすることに

よって作成した検量線は，対象微生物を絶対定量するための

基準としては不適 当であることが確認できた(律問ら，

2008) 

また，糸状菌の rDNAの;場合は，細胞あたりの正確なコ

ピー数が不明な;場合が多いという問題も ある.イ チジク株枯

病菌に関しても， rDNAのコピー数については今のところ報

告がない したがっ て，仮に ITS領域を組み込んだプラスミ

ドを標準試料として片j~、ることによって検量線を作成し，梢

物組織中に存在する本菌の ITS領域のコピー数が3草山でき

たとしても，それを菌体細胞数のような実際のバイオマス量

に換算することは不可能である.

さらに， ITS領域をクローニングし，それを組み込んだプ

ラスミドを作製 ・保存したり，他の機関から分譲を受けたり ，

それを用いて検量線を作成するための実験を行う には，組換

え DNA実験を笑施するための施設・機器を用意した上で，安

全委員会の承認を得なければならないことが法令で定められ

ている. しかし本病の防除に直接係わる研究室では，その

ような施設を準備することが困難な場合も多いと思われる.

以上のことから，本研究では，イチジタ株枯病菌の菌体細

胞そのものを用いてイチジク枝組織に対する添加1回収試験

(様田ら， 2008)を行い，検量線を作成することにしたす

なわち， 既知濃度の子のう胞子懸濁液を用いて希釈系列を調
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控し，それを校組織に添力Iけーることによって作製した 「子の

う胞子を含む校組織の系列jを標準試料とした そして，そ

の標準試料をJtJいて， 安際のffjr(O析サンフ。ノレと 同ーのプロト

コールのもとで DNAtril 1.1¥ . qPCRを行い，得られた Ct値と

校組織 50mg当たりの子のう胞子数とをプロットして検量

級を作成した. 子のう JJ包子は単核のよijー細胞であることか

ら，この検査線を用いれば，木閣の f核数」が絶対定量でき

ることになる.さらに， 木菌の場合は， 守のう胞-fや分生子

だけでなく繭糸細胞においても，複数の核が単一削胞内で共

存 しているような場而が認められないことから，この検量級

によって本菌の r*111胞数」の絶対定置もn[能となる

以上のような添加回収試験の手順 (浮ELlら， 2008)にした

がって作成したのが，第 31玄|に示 した回帰直線である.101~ 

107 細胞数/校 50mg の範山|で強い n~[f~Rt1 と適正な PCR 効率

が得られていることから， 今凶の実験系を用いれば，少なく

ともこの出111胞俗度の純凶|において声jい定員性が則待できる，

また， IF il佐な絶刈定量はできないものの， 1O()紺i胞数/校

50mg の笹川立においてもシグナルを 1~J. ることができた(第 3

IZ[) したがって，検出さえできればし、し、という 定性的な検

究の場合は，本実験系の検出卜|浪は約 100和|胞数/校 50mg

近くまでさかのぼることがj切符できる.この検I.I:¥TI浪につい

ては，後述するように， nested PCRとの比較試験でも確認す

ることができた(第 7凶)

このような添加1I日I~又正式!倹 民 よ っ て{会iti 彩i をí'1二!求すること

には， もう 一つの大きな利点がある (津111ら， 2008) すな

わち，イチジク校組織からの DNAJ1lr:H効不や反応1m寄物質

の混入率は， Jlh、るイチジクの!日在n・系統や校組織の状態

(樹齢，水分合量，栄養状態など)によってサン プルごとに

異なっている可能性がある したがって，精度・倣 j主の高い

絶刈定J72を 1=1指すのであれば， DNA }jj1!:I¥過程におけるロス

や反応阻害物質の混入によって定量仰がどの程度影響を受

けるのか(過小計filfiされるのか)について，検査対象となる

サンプ。ノレ (校組織)ごとに事前計fitliを行い，その値をJlJいて

定:hlJ:iOil:を補正する作業が必要になるはずである.しかし i治

体細胞と校組織を)日いて添加|旦|収試験を行うという 木プロ

トコールにしたがって検量級を作成すれば，たとえそのサン

プルにおける抽出効不や混入率が不I]JJであっても，それらの

影響があらかじめ反映された形の 「そのサンフ巴ノレ専n=Jの検毘:

線」を得ることができる.したがって，この検量級から算出

された値('i，精度・ il江度の高L、絶対定量値としてそのまま H'J

いることが可能となる その結果として，定量値の過小静岡

分を見積もるための事前評価や"ftfilfをするための作業が省

略でき，簡易に qPCR実験を実施することができることにな

る(津凹ら， 2008) 

このようにして徹立 した実験系を汀jし、て，人 [接種したWi

や枝，および向然、発病校における外観健全部位と発病部位の

定量値を比i絞したところ，病原菌併!立が10:1創fI胞数/校50mg

以ドの校組織からは，肉眼的に判別できるような病変は認め

られないことが明らかとなっ Tこ (第 4 ~ 6 図 } このことは，

樹体内の病原菌僑)立が 10:1細胞数/校 50mg以下に抑制され

るかどうかを，抵抗世{f，f;1休の選抜基準として利j刊できる可能

性を示 している.

イチジクは舟木の向根樹をj刊し、て救i百ーすることが一般(1りで

あるが，強i多!}台木を)J:Jいた栽情試験が試みられるようになっ

てきた(お11児 ・清水， 2008) その成果をもとに，抵抗性台木

を利用した木病の被答回避技術を開発することが則待されて

いるところである 今後は， 本研究で確立 した qPCR笑験系

を活川することによって，抵抗性個体を効率よく選抜し，抵

抗性台木として平1j}:IJできるような品衝を育成したいと考えて

いる そのためには，さらに多くの品種・系統を供試して，

発病部位および外観健全部位におけるMM[i安市度のデータを

蓄積し， 信頼できる選抜基準として前n立する必要がある.

この qPCR笑験系は，台木や枯木，あるいはそれらをさUli:

するためのほ樹がイチジク株中I ~jji~ 1誼によって汚染されてい

ないかどうかを保問検定することにも利川できるであろう

また，イチジク株中ilíj~i は :1 壌伝染性の病富であることから，

この qPCR実験系をj刊FJすることによって， 二|ュ寝返"1"における

木閣の動態を解明することも今後の亘裂な検討課題である

ところで:PCRや nPCRによってイチジク株村病I請を検出

する場合，その検山卜1浪はそれぞれ 102および 101刻11胞数/

校 50mg付近であることがii!1(認できた(第 7図).一方，qPCR 

を}IJ~、て定性的な検出を行 う場合の検 ::1:\ -1'1伎は1 tf~ 3図およ

び第 71~1 のれ!;県 より， 100
五11IJJ包数/校 50mg近くまでさかの

ぼることができそうであるすなわち， qPCRの検出感度は，

PCRや nPCRと比べるとそれぞれ 100倍あるいは 10倍近く

問L、ことが別らかとなった.また， PCRや nPCRでは電気泳

動による産物の縦認が必虫!となる」二，nPCRの場合は PCRを

2 JIiI実施しなければならない すなわち，これらの手法には

J栄fドが~Jîi1[ で|時間がヵ、ヵ、る， DNAのコンタミネーションの

リスクが向 くなるなどの欠点があるー -Jj，qPCRにはこの

ような問題はなく，簡使・迅速に結果が得られる，ハイス

ループットな処理lも可能であるなどの利点がある 今後は，

PCRによって行われている病気の診断や保関検定，生態学的

な研究などが， qPCRに置き換わっていく場面が多くなるこ

とが考えられる (北篠， 2008;津田ら， 2008) 

摘要

リアルタイム定量 PCR(qPCR)法を利用してイチジク株
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品村州lHlけf病丙菌 Cαeraαtωocり:ysftおsf，βtn仰m河7briαtωα を両!感卓副j度立に絶対定i量i註i1す』るための

2突i起ミ!験i倹食系をh“倣1花:主主立{した プライ 7 一.プロ一ブはリボソ一ム DNA

の ITS~官倣t瓜iJ域或を標的として設号剖計|卜-した その4特毛;;11，1_'引〈ιリ'1性|
したところ，同種(c.fimbriata) として倣われているイチ ジ

ク株村病菌とサツマイモ県;政E州 |泊のうち， lìíj者を~f却とした

場合はi首相したが，後者および仙の主要な:1，.壌伝染itJli4JJit糸

状肉からは全く WIIP日が認められなかった絶点、j定171するため

に必裂な検j号線は，木菌の子のう JJ包子 懸判放の 10(古希釈系

列をJIiいて， イチジク枚組織 50mg (生霊)に点、jする添加l回

収試験(浮I:nら， 2008) を行うことによって作成した その

紡架， 10' ~ 107病原菌剤[J胞数 (子 のう胞子数)/校 50mg 

(生:31:)の範聞で強し、直線ド1:と適正な PCR効率が得られるこ

とから，少なくともこの組問において出し、定量的ーがJ~J待でき

ることが切lらかとなった また，本法をn-Jし、て定性(1分な検:1-¥

を行う場介の検::1-¥下阪は，約 100細胞数/校 50mg近くまで

さかのぼる可能性が認められた人工銭種したi'1'iや校，およ

び I~I 然発病校における桝JJ;tj!i;j 空白肢を訓べたところ，字削立が

101 k:IIIJJ包数/校 50mg 以下の枚組織からは， 1勾|眼的にわ|別で

きるような州変は認められないことが切らかとなった
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