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ファゼオロトキシン産生能を失ったキウイフルーツかし、ょう病菌

(Pseudomonas syringae pV. actinidiae) の愛媛県における出現と分布

三好孝典 1，2・清水伸一 1，3・津田宏之4*

ABSTRACT 

MIYOSHI， T，1.2， SHlMIZU， S.1，3 and SAWADA， H.4，:， (2012). Occurrence and distribution of a defective non-phaseolotoxin-producing 

mutant of Pseudomonas syringae pv.αctinidiae in Ehim巴Prefecture，]apan. ]pn.]. Phytopathol. 78: 92-103. 

In Ehime Prefecture， ]apan， two types of symptoms of bacterial canker on kiwifruit hav巴beenfound， subsequently term巴dtypes A 

and B.τype A symptoms， which formed on leaves in orchards located in Iyo City， are characterized by typicallesions (leaf spots with 

clear yellow halos). Type B symptoms， observed on leaves in orchards in Matsuyama City and Tobe Town， include only necrotic 

lesions without halos. Based on genotypic and phenotypic characterizations， the pathogens isolated from the two groups of orchards 

were both identified as Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa). In bioassay and inoculation experiments， the isolates derived from 

type B did not poss巴ssthe ability to either produce phaseolotoxin (Ptx) or induce halos on kiwifruit leaves， although the constituent 

genes (仰ltA，抑， ORF3 and argK) of the argf:臼oxcluster， which is responsible for・Ptxproduction， were detected in these isolates by 

PCR. Although the coronatine-producing gene (cfl) and the effector gene (ho戸，Al)have been reported in Psa isolated in Korea and 

Italy/France， respectively， w巴detectedneither of these genes using PCR. These results suggest that a mutation(s) may have impaired 

Ptx production in Ptx-producing Psa， which is distributed widely in ]apan， leading to the non-Ptx-producing mutant. We confirmed that 

such mutants are distributed exclusively in the Matsuyama-Tobe area in Ehime Prefecture， whereas Ptx-producers are prevalent in 

Iyo City. In addition， disease surveillance and inoculation experiments indicated that the virulence of the defective non-Ptx-producing 

mutant on kiwifruit branches was weak巴rthan that of the Ptx-producers， suggesting that Ptx may function as a virulence determinant 

in branch巴s.

(Received October 18， 2011; Accepted December 27，2011) 
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緒日

キウイフルーツ (Actinidiadeliciosa)のかし、ょう病は， 1984 

{fvこ静岡県で初めて発生が確認された (Serizawaet al.， 1989). 

本病が激発すると，成木がひと冬の聞に枯死して経済栽培が

壊滅することから，重要病害として恐れられている 本病の

病原細菌はTakikawaet al. (1989)によってPseudomonassyringae 

pv. actinidiaeとして記載されているこれまでにわが|到で分離

されてきた病原細菌(日氷分離株)は， ~ Iõ特具的毒素である

「ファゼオロトキシン (Ptx)Jを産生することが確認されてい

る (第 1表)CSawadaetal.， 1997;Tamuraetal.， 2002). Ptxは標

的酵素であるオノレニチンカルパモイルトランスプエラーゼの

活性を阻警し，その結果として殺に 「黄色の明瞭なハローJ

を伴う病斑が形成される (Tamuraet al.， 2002) このような日

本分離株の染色体ょには， Ptx 産 ~I:: に関わる多数の遺伝子群

や， Ptxに対して耐性の標的酵素をコードする遺伝子 (a忽1()

などが集積した領域 CargK二toxクラスター)が存在している

CGenka et al.， 2006; Sawada et al.， 1997，2002;津田ら， 2005). 
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第 1表 これまでに各国で報告されてきたキウイフルーツかし、ょう病菌.)

PCR検出された病原性関連遺伝子 cl

系統名 b)

日本;分断l株 e)

イタリア 1992

分自II:j朱

緯|主l分自!f株

イタリ 72008

分出!f:l朱

分間It国 初発年

日本 1984 ~f ・

イタリ ア 1992 iJ'. 

斡[~[
1980千l'代

後半

イタリア 2008生ド

ファゼオロ

トキシン

十

+ 

コロナチン HopA1 

一/+日

+ 

十

cts haplotypecl
) 文献

Takikawa et al. (1989)， Sawada et al. 

A (1997)， f~巴rrante and Scortichini (2010)， 

Vanneste et al. (2011) 

A 

A 

Scortichini (1994)， Ferrante and 

Scortichini (2010)， Vanneste et al. (2011) 

Koh et al. (1994)， Han et al. (2003)， Lee 

et al. (2005)， Vanneste et al. (2011) 

Ferrante and Scortichini (2010)， 

Vanneste et al. (2011) 

フラ ンス分自IW;J; フランス 2010年 NT NT + Vann巴steet al. (2011) 

a)各国で今までに報告されてきたキウイフルーツかいよう病蔭lを，分自IU剖と PCR検U.¥された病原性関連遺伝子のパターンに恭づ

いて務j型した

b)木文'.1.'では，ここに示した系統名を用いて各国の分離株を表記した.

c) + :当該病原作|一凶-(をコ ー ドする遺伝子が PCRによって検出された， 検出されなかった， NT 調べられていない.

d) cfs (クエン酸合成酵素遺伝子)の多却に恭づく類別J.A型と I型とでは2続誌の違いが認められている (Vannesteet al.， 2010， 2011) 

巴)愛媛県で分離された菌株は|徐く。Ferranteand Scortichi日i(2010)とVannesteet al. (2011) とで災なる結果が得られている

本絹はiii年|玉J，イタリアおよびフランスでも 発と|している (第

1表) 隣国では 1980年代後半に発生が確認され (Kohet al.， 

1994) ，そのjiJj)Jfr細雨(斡|主l分自If株)はヨl'特典的訪素である

f コ ロナチンj を1i~ ~I:: することが認められたが， Ptx 産 ~I 能は

検山されなかった (Hanet al.， 2003; Lee et al.， 2005).一方，

1992/1にはイタリアでも先生が縦認され (Scortichini，1994)， 

その病原和11]菊(イタリア 1992分潟If:t)長)からは日本分離株と同

様に PtxAIf生遺伝子が検出された (Ferranteand Scortichini， 

2010) .しかし 2008~ 2009年にl中部イタリアで新たに分離

された菌株 (イタリア 2008分自m株)は， Ptxやコロナチンの

産生遺伝子を有していない ζ と，エフェタタ ー遺伝子の 1つ

である rhotA1Jを特異的に保持していることが切らかにされ

ている (J:<erranteand Scortichini， 2010). さらに， 2010年には

フランスでも，イタリア 2008分断株と同僚なタイプの菌株が

J，Uぶされている (Vannest巴etal.， 2011) .以 lこのよ うに pv.

actinidiaeからは今までに 3つの呉なる病原性白守 [Ptx(日

本，イタリア 1992)， コロブチン (樽固)，HopA1 (イタリア

2008， フランス)Jが検出されている (第 1表)

ところで， 4遺伝子 (gyrB，r，戸oD，hゆL，hrpS)を朋いた

MLSA 解析や 16S-23SITS領域の配列比較によって，日本

分脈株が遺伝的均一位のきわめて高い集団であることが

明らかとなっている (Sawadaet al.， 1997， 1999) また， 日本

分断株と韓国分離株が比較された結果， 16S rDNAや 16S-

23S ITS領域の配列が完全に一致 していること (Hanet al.， 

2003) ， RAPD解析においても両者は類似していること が

報告 されている (Leeet al.， 2005). ーブJ，各国の分離*'~を

cts (クエン酸合成酔素遺伝子)の配列に基づいて比'1決する

と， r [二|本分離株，持国分自!f;;胤 イタ リア 1992分断株」 と

「イタリア 2008分離株，フランス分自If株」の 2つのグルー

プに分かれることから， iiii者を ctshaplotype A，後者を

haplotype 1として区別することが提明されている(第 l表)

(Vanneste et al.， 2010， 2011)ーただし両者の cts配列の迎

いはわずかに 2臨基のみであること， BOX-PCRや MLSA

解析に関しても両者間の差典は小さいことが認められて

し、る (Ferranteand Scortichini， 2010; Vanneste et al.， 2010， 

2011) .すなわち，これまでに 4か国で分断されてきた pv.

actinidiae f:t，保持している病原性因子に関しては多様性に

富んでし、るものの(第 1表)，その遺伝的背景は]jいに完封

イ以していることが明らカλとなってき 7こ.

愛媛県では 2000年に，キウイ フルーツの‘へイワード'に

おいて本病の発生が確認された(三好ら，2003a) このうち，

伊予市内の発生園では(第 l区J)，権病業に形成された壊死

斑の周凶に黄色の明瞭なハロ ーが誘導されるなど(第 2図

b) ，本病の典型的な発生状況 CSerizawaet al.， 1989;牛I.Li， 

1993)が確認できた 一方，松山市と1砥部町における発生

闘では (第 l図)，催病葉に形成された壊死斑の周囲に， ハ

ローが全く認められないことが明らかとなった(第 2区Ia) 

(三好ら，2003b) さらに， このような 「ハローの ない闘
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第 1図 愛媛県内におけーるキウイフノレーツかいよう病発生闘の

分布 (2003年の全県調査に基づく)

. : Iハローを伴わない病成j のみが認められる発生図

(松山市と低fJlllIIJのみに分布)， 

A. : r黄色の明瞭なハローを伴う病JxEJが認められる発

生闘(伊子市のみに分;(10，

A. 障子1-1-1(標高 885m) スケーノレバーは 5kmを示す

地」 では， ラf';:ilj~ に特有 な 百制定状のうち， rハローJ以外の

病徴は一通り確認できるものの，その発~I 粍 j立やf&官状況

が「ハローのある闘地」 に比べるとややil珪微であることも

認められた(三肝 ら， 2003b) 

木研究では， これら両タイプの岡地におけーる 木病の発生

状況を許制11に調査するとともに，採取した病斑から病JJ?-:*III

wを分離し，それらの生理 ・ 生 化学的性質，ハウスキー ピ

第 2区| キウイフノレーツかいよう病発生闘におけーる業の病徴の

違い

a : Iハローを伴わない病斑」のみが認められる発生園

(松山・低部地区)， 

b : r黄色の明瞭なハローを伴う病斑Jが認められる発生

罷1(伊予地区)

ング遺伝子の;臨基配列， Ptx産生能，病原性因子 (Ptx，コロ

ナチン， HopAl)をコードする遺伝子群の有無，葉や校に対

する病原性・病原力等に関して比較を行った.そして， rハ
ローのない園地」に分布している 「通常とは奥なる病徴を

もたらす菌株」が，今までに各国で報告されてきたいずれの

系統 的G)l表)に相当するのかについて検討 した さらに，

pv. actinidiω が病原性を発揮するとで， Ptxがどのような役

割を果たしているのかについても考察を試みた

材料および方法

病原細菌の分離 「ハローのない闘地j と 「ハローのある

閑地Jのそれぞれから， 3闘地ずつをモデノレとして選んで

五平和!な調査を行った. すなわち， 2000 ~ 2002年にかけーて，

第 2表 分離菌 (2000~ 2002年)の病原性， Ptx ilf生能および日rg/<白oxクラスターの PCR検出

ハローの 病:lX1から分離した菌株数
発生|哀_'--J..y .，¥ 所在地

有~!tr， a， 2000年 2001年 2002{:I二合計 b)

業に対する病原相 Ptxの

壊死JxT:形成じ) ハロー形成 d)産生 e)

0rg]'ιtoxクラスターの PCR検出 口

amtA ttx ORF3 argK 

A {is:音fllllJ 4 19 6 29 十++十+

B lis:白山IJ 0 0 26 26 十 一 + + + + 
C 松1'-1['11 4 22 10 36 十++ + + 

D + 伊ト子h行 13 12 28 53 + + + + + + + 
E + 伊予市 9 13 35 57 + 十 十 十 + + + 
F + 伊予市 5 5 5 15 + + + + + 十 + 

合計 35 71 110 216 

a) 各国地において，権病葉にハロー形成が認められるかどうかを調査 した + : r黄色の明瞭なハローのある病斑 (第 2図 b)Jが

認められる，一 「ハローのない病斑(!ri}2図 a)Jが認められる

b)各国地ごとに分離した菌株を全て供試して，葉に対する接種， Ptx産生能の生物検定，argK-toxクラスタ 構成遺伝子群の PCR

検出を行った

c) + 壊死斑の形成が認められる

d) + 壊死斑の周凶に黄色の明瞭なハローが形成される(第 3図 c，d)， -壊死斑の周凶にハローが形成されない (第 3図 a，b) 

e)ファゼオロトシキン (Ptx)産生能は後藤・瀧)11(1984c)の方法で検査した +:産生が認められる，ー:産生が認められない.

f) +: PCR によって期待されるサイズの増幅が認められる
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fド!~ 5月にこれらの閑地から 「葉の壊死斑・花菅の褐変し

た考ナ，'J を無作為に採取し， yp平板培地(後藤， 1983) を

用いて回線法分離を行 うことにより 1病斑から 1分離菌を

得た さらに，分間f菌を純化するために yp平板培地とキン

グB平板培地 (Kinget al.， 1954)を用いて単集落分離を繰り

返したこのようにして最終的に得られた 216菌株(第 2表)

を凍結保存 (西山， 1977) し，以後の試験に供試した

分離菌の葉に対する病原性の確認 分離した216株の葉に

対する病原性を確認するために， ‘へイワード'を用いて十l

傷接種を行ったすなわち， 24時間J者養した被検菌を用いて

約 108cfu/mlの菌液を調整し，虫 ピンを菌液に浸した後，ポッ

ト植えの‘へイワード'の幼葉に対して 5箇所に穿刺した.

また， ー昔日の菌株については，約 106cfu/mlの商液を用いて

|噴霧接種も行った そして，接種後の植物にビニール袋を被

せて湿室状態に 1[!間保った後，温室へ移して 2週間にわ

たって経過を観察した.なお，蒸留水を用いて同様の処理を

行ったものを陰性対照とした.

Ptx産生能の生物検定 大腸菌に対する生育阻害活性を指

標とした~I 物検定法(後藤・瀧川， 1984c) を用いて，被検

j~i の Ptx 産生能を調べた. :1旨芳、商として Escherichiacoli B 株

(NBRC 13168)を供試し，陽性対照としては pv.αctinidiae

Kwll (本 pathovarの基準株;Takikawa et al.， 1989)，陰性対

照としては滅菌水を)11~、た.

αrgK-toxクラスターの構成遺伝子群の PCR検出 argK-tox 

クラスターを構成する遺伝下計 (Genkaetαl.， 2006)の中か

らamは，戸tx，ORF3およびargKを対象として選び，コロ ニ-

PCRによってその検出を試みた ORF3とargKのプライマー

は Sawadaet al. (2002) ， ptxのプライ 7 ーは Prosenet al. (1993) 

が報告したものを用い， αmtAについては以下のフ.ライマー

(津|主1，未発表)を朋し、た:amtAF2， 5'-CGTGTGT寸CCTAC

ACTGMTGGGAC-3'/amtAR， 5'-GC1ゴ'TCGAGTTTTCCTCGG

CGGCGG-3'被検1誌を yp平板培地で 24fI寺間Tg養した後，滅

的爪楊枝をコロニーに援触させ，それを 50μ1の滅菌水中に

入れて菌体を懸濁させた この菌体懸濁液 1μ!と， プライ

マー(終濃度 0.2トlM)および TakaraEx Taq (Takara)を用

いて反応液 20μlを調製し，以下の条例で PCRを行った:

950Cで5分間熱変性後， (950C 15秒， 58 ~ 600C 15秒， 720C 

30秒)のサイクルを 35回繰り返し最後に 720C7分で伸長

反応を行った 地l防産物は 2%アガロースゲル電気泳動に

よって分離し，エチジウムブロ 7 イド染色後にトランスイル

ミネーターを用いて検出した.陽性対照として pv.actinidiae 

Kwll，陰性対照として滅菌水を用いた

コロナチン産生遺伝子 (cfl)およびエフェクター遺伝子

(hopAl)の PCR検出 yp平板培地で 24時間培養 した

被検菌から， InstaGene DNA purification matrix (Bio-Rad 

Laboratories) を用いて DNAを抽出した 得られた DNAを

鋳型として用い， コロナチン産生に関わる祈は Bereswillet 

al. (1994) の方法，エフェクタ ー遺伝子のl種である ho戸'Al

は Ferranteand Scortichini (2010) の方法に従って PCR検出

を行った.いずれの PCRにおいても，P syringae pv. tomato 

MAFF 302666を|湯性対照，滅菌水を陰性対照として用いた

生理・生化学的性質の検査 後藤・瀧川 C1984a，b， c) の

方法に従って 26項 目の生浬・生化学的性質を制ベた.対照

として，pv.actinidiae Kwll， pv.phaseolicola BQH-1および pv.

syrzη!gae LOB2与を)th、た.

ハウスキーピング遺伝子の塩基配列の比較 Sawada et al. 

(1999)の方法に従って 2つのハウスキーピング遺伝子[gyrB

(DNAジャイレース Pサフマユニット i宣f云子)， rpoD (RNAポ

リメレース σ70因子遺伝子)Jの配列をダイレクトシークエ

ンスによ って決定した後， σen巴tyx-Macver. 16 (ゼネ

ティックス)を用いてコン パイノレ・アラインメントを行い，

被検商問で配列を比絞した.さらに，これらの配列をJi1い，

DDBJ のデータベースを対象として l'l~ 同作|検索を行った.

枝に対する病原性・病原力の検定 (試験。)2000年 12月

に，ポット植えの‘へイワード， 1年土Wi木をI也際から 50cm

の位置で切り返し，その切断面に対して接種を行ったすな

わち，約 108cfu/mlに調整した被検菌の繭液を脱脂綿にしみ

込ませ，校の切断而に置床した!こで，乾燥防止のために切断

部全体をアルミホイノレで 1週間被覆した.アルミホイノレを除

去 した後， これらの1'ti木を網室で 4か月間生育させた|二で¥

接種苦1¥における枯れ込みの状況を制査したそして，枯れ込

みの進行程度に2走づいてー~+++の 4段階の誌準 (第 5 表)

を設け，発病程度の判定を行った.なお， 1菌株当たり 3木

の jÏî木を供試して接種を行うとともに，陰性対n?~ として滅菌

水処理区を設けた (試験②)2002年 12月にも同様の試験を

行 ったが，接種用の菌液濃度は約 106cfu/mlとし， 1 ihli株当

たり 5本の市木を接種に供した.調査は 4か月後に行い，枯

死長 (接種音1¥からの枯れ込みの長さ)，発芽陣書数 (fME芽

数と質化新梢数)および健全新梢長(質化した新作iを|徐いた

健全新梢の， H会l当たりの延べ長さ)の 3項 目について苗木

ごとに計測した.なお，発芽していない芥のうち， りん)1ーが

褐変しているものを枯死芽，りん片が健全なものを不発芽と

した上で，発穿|律事率を以!~ のようにして算/:1:\した・発牙障

害率 (%)= [(枯死去二数十黄化新梢数)/ (総芽数一不発芽

数)] x 100 

発生園における枝の枯死率と分離菌の Ptx産生能の調査

2004 ~ 2007年にかけて毎年 5月 ド旬に， rハローのない園

I也J(Bおよび C) と「ハローのある|弱地J(Dおよび E)に
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おいて， 1園地当たり 5樹の成木を主、j象として結果母校 (1

年生校)の枯死率を剖査した さらに，毎年各国地において

.j1ll.病葉を無作為に採取し 1擢病葉から 1菌株の割合で病民l

WI菌の分離を行った.そして，園地ごとに分断した 20株前

後の病原細菌を対象として，コロニ-PCRによる argKの検

出と Ptxsf.生能の生物検定を突施した

結 果

県内における発生状況

愛媛県では 2003年に，キウイフルーツかいよう病を対象

とした全県的な病害発生調査が~1庖された その結果，伊予

了11，松山ïI'iおよび砥tmlllJの計 461~~1地で発生が確認された(15(4

1 ~I) (三好ら，2003b).これらの発生闘ではいずれも‘へイ

ワード'がよ&;J:gされていたこのうち，伊予市内の 39陸1:1'也で

は (第 1図上 限病楽に形成された淡褐色~黒褐色の壊死斑

のj;!il 四に，黄色の明瞭なハローが認められた (t(~ 2図 b) こ

れらの 「ハロ ーのある閑地Jの中から 3閑地(発生|諒ID，E， 

Fと表記する，第 2表)をモ デルとして選び，発生状況の詳

創11な調査と将i!病サンフ。ノレの採取を行った

松山市と砥部町の 7 筒r9rの先生闘では(第 11~1) ， 2003年

の調査時点で，誌にハロ ーが形成されるJJi今例は全く{，町立で、き

なかった(第 2図 a) (三好ら， 2003b，未発表) 一方，これ

らの 71歪|地において，校幹，意Irmゃ1日約こ認められる病徴は，

今まで報告されてきた木病の典型的な諸症状 (Serizawaet 

al.， 1989; ':[-'111， 1993)と一致していた ただし，結果母校

の枯れ込みや発芽障害などの発 ~LUlJ立や被害状況は， rハ
ローのある闘地Jに比べると ijま微であった.こ の 「ハローの

ない岡地Jからは，砥育sIfIJの21話|地と松lJ.ijliの 115t1J'也をモデ

ノレ(発士t医IA，B， Cと表記する i第 2表)として選び¥以

後の調査対象とした

Ptx非産生株 Ptx産生株

第3図 Ptx ~I二産生株と 産生.jt..l;の楽に対す る病原it

Ptx ~I二産生株としては 00020 と 00026， Ptx民生株とし

ては 00016と00022を供託えした

Ptx ~I'産生f';jçを十Htj (a)あるいはJ!lr，傷 (b)で業に接種

した場合， 2週間後においても峻死liIの周凶にハローは

形成されなかった 一方， Ptx g( ~I"株を業に接種した場
合は，十l傷 (c)• J!tr，傷 (d)のいずれにおいてもハロ ー

が形成された

2(O表 Ptx ~Iõmf生株およ び産生株からのポおよび hopAl の PCR 検1'1:\

i翁株の来l登1>)

I誼株 MAFF番号 a)

分離年 Ptxの産生i芸|士山 分南lum位

PCR検11:1cl 
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l守syringaepv. actinidiae Kwll 

Rsyηη!gae pv.加 natoMAFF 302666 

a) これら 8株を農業生物資源ジーンパンク (MAFF)へ登録した

b)詳細は第 2表を参照

c) + : PCRによって期待されるサイズの1割高が認められる，一。増l隔が認められないー

+ 
十 + 
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べて Ptxを庄三1-することが{許認できた (第 2表)

α12z一K-toxクラスタ の構成遺伝子群の PCR検出

2000~2002年にかけて分断した 216株を対象として αmtA ，

ttx，ORF3およびargKの PCR検出を試みたところ，すべて

の分断菌から 41宣伝守 の明瞭なシグナルを得ることができた

(第 2表).シグナルの強度やサイズに関して 主!株間に差異

は認められなかった

May， 2012 ]pn.]. Phytopathol. 78 (2). 

コロナチン産生遺伝子 (cf{)

(JwpAl)のPCR検出

「ハローのない困地J1=1:1来の Ptx非産生株，および 「ハロー

のある闘地J由来の Ptxi1[ ~1 株の "1明、 ら， i'f~ 3表に示 した

6.t'.iずつを代表 として選び， コロナチン産生遺伝子 (祈)お

よびエフェクター遺伝子 (hゆAl)の PCR検出を試みた.そ

の結果，いずれの繭株からも， 両遺伝子のシグナノレは全く認

められなかった (第 3i<) 

生理・生化学的性質の検査

「ノ¥ローのない岡地J1'1:1来の Ptx~ Iô産生株，および 「ハロー

のある園地」出来の Ptx)lf ~七株をそれぞれ 6 株ずつ供試 し，

および工フェクタ 遺伝子

分離菌の葉に対する病原性の確認

2000 ~ 2002年にかけて 調究対象困で無作為に採取した

葉や等)!rの病斑から 216株を分離し，葉に対する付傷J接妾在荘種nを
f行了つた その結果，すベての分肉断断1ft蔚筑において，制査糸刈l象闘で

臼認、められていたj均原片県l病徴カが1干刊lり]

ずれの菌株でも付傷部の周聞が7水k程状となり，やがて 1i~褐色~

褐色~黒褐色の壊死斑が形成された このうち， rハローの

ある閑地J(D ~ F)由来 の 125株では，壊死Jx.:1の周聞に

明瞭なハローが形成された(第 3図 c)ーーっち，rハローの

ない園地J(A ~ C) 由来の 91株では，ハロー形成が全く認

められなかった(第 3Igl a).さらに，以上のようなイJ傷接種

によって認められた結呆は， 1!¥f，傷 (1噴霧):1丘一種においても 同

様に確認することができた (第 3図 b，d). 

Ptx産生能の生物検定

2000 ~ 2002 i-I'にかけて分離した 216株を対象として Ptx産

生能の生物検定を行 ったところ， rハローのない岡地J(A ~ 

C)由来の 91株からは Ptx産引 が全く認められなかった

一方， rハローのある Iji¥l地J(D ~ F) 由来の 125株は， す

Ptx ~ 1' i1主ιl二株および産~I二株の生理・ 生化学的it質第 H友会

ρじ

n
v
u
y
ι
 

m
y
m
v
与

η
一-
u
q
J
b

1

V

3

 

Y

明
日

仏一

m
p
L

P. syringae 

pv.戸haseolicola
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P. syringae 
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Ptx j& ~I::.株 a )

(nニ 6)

Ptx非政生株，，)

(nニ 6)
検査項目

O 
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グラム反応

OF試験

非水溶性黄色色素産生
緑色蛍光色紫産生
アノレギ二、ノ加水分解

硝酸晦の還元
ゼラチンの液化
レパン主主生
オキシ夕、ーゼ

レシチブーゼ
ウレアーゼ
チロシナーゼ

400Cでの生育
ジャガイモ塊茎腐敗

タバコ過敏感反応

加水分Wf
エスクリン
カゼイン
T¥veen80 

炭素跡、の利用性
スクロース
ソノレピトーノレ
イノ、ノトーノレ

エリスリトーノレ

乳酸
グノレタノレ酸

グリセリン酸
トリゴネリン

+ 

+ 
+ 

+ 
a) Ptx非産生t'*・産生株として供試した菌株は，

b) + 陽性， 一 陰性， 0:酸化.

いずれも第 3表と同じである.
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26 項 口 の ~U出l ・ 生化学的性質を制交した結果を第 4 表に示 し

た. Ptx ~ I"産主1:株に関しては，イノシトール利用性が陰性 と

なった以外は， pv. actinidiae Kwllと結果が一致していた.一

方， Ptx 産 ~I::.株でトは， 調査 したすべての項 目 の結果が Kwll

と一致した.

ハウスキ ピング遺伝子の塩基配列の比較

「ハローのない園地」由来の 2菌株 (00020，00026)と，

Iハローのある困地」由来の 2菌株 (00016，00022)につい

て，gyrBとゆoDの部分配列 (前者は 612bp，後者は 516bp) 

を決定した.遺伝子ごとに比較したところ，これら 4菌株の

配列は互いに完全に一致していた さらに， DDB]のデータ

ベースを対象として相向性検索を行ったところ，われわれ

(Sawada et al.， 1999)が以前決定した pv.actinidiae円木分離

株のgyrB(AB016303)およびゆoD(AB016304) の配列

とも完全一致していた

枝に対する病原性・病原力の検定

接種後 4か月自に調査したところ，陰性対照区 (滅商水処

理|玄)では枝の切り 口に癒傷組織が形成されており，枯れ込

みの進行が阻止されていた. また，発芽|喧答 (枯死芽，112イヒ

新梢)も全 く認められず，健全な新梢がイII'長:していた (第5

表，第 5図c). 

ーブ]， rハローのない園地J1'1'1来の Ptx~ Iユ ilÎt ~t株 (00020 ，

00026) ，あるいは 「ハローのある闘地J由来の Ptx産生株

(00016， 00022)を接種した場合は，陰性対照区とは質的に

異なる反応が認、められた (第 5室長，第 4，51ZU すなわち，

いずれの按種|丘でも，接種した校の切り口には癒傷組織の形

Ptx非産生株 Ptx産生株

第4図 Ptx 雪|二産生株と産~I::.株の校に対する病原性・病原力

(試験①)

Ptx非産生株 (a)としては 00020と00026，Ptx iE生株

(b)としては 00016と00022を供試し，約1Q8cfu/mlに

調整した菌液を用いて接種を行った後.4か月後に調査

した (第5表の試験①)

成は認められず，切り ¥:1から基音11へ向かつて枯れ込みが進行

していた その結果，枯死長に関して，これらの援態区と陰

性対照区との間には有志、差が認められた(第 5表の試験②)

ただし， Ptx非産生株より Ptx産生株を接種ーした場合の方

が，校の枯れ込みが大きく進行するという傾向か観察された

(第 5表) また，いずれの接種区においても枯死芽が認めら

れたが，発芽障害2容は Ptx~ Iミ産土1 :: 株(第 4 区1 a，第 5図 a)よ

りPtx産生株(第 4区1b，第 5II<I b) の方が高い傾向があっ

た (第 5表の試験②) さらに， 一旦仲長した新梢が黄化・

萎凋する現象は， Ptx産生株を接種した場合にのみ認められ

た(第 5図b).健全新梢長に閲しても， Ptx非産生株 (第 4

図 a，第 5区1a) より Ptx産生株 (第 4区1b，第 5図 b)の接

種区の方が短い傾向が認められた (第 5表の試験②)ー以上

より， Ptx ~ I '.産生株は校に対する病原作1:を有 していることが

明らかとなったが，その病原力は産生:fi~に比べて~~\，、傾向が

認められた.

発生園における枝の枯死率と分離菌の Ptx産生能の調査

「ハローのない園地J(Bおよび C)と 「ハローのある閑

地J(Dおよび E) において， 木病の発生状況を 4:.rI片lにわ

たって計τ創11に調査した.その結果，いずれの年においても，

結果母校の枯死や発芽障害 (枯死芽・ 質化新梢)が全ての制

査対象闘で認められた.ただし 「ハローのない闘地jにお

Ptx非産生株 Ptx産生株

陰性対照区

第5図 Ptx非産生株と産生株の校に対する病原性 ・病原力

(試験②)

Ptx非産生株 (a)としては 00020と00026，Ptx i&生:f'-+:

(b)としては 00016と00022を供試し，約 106cfu/mlに

調整した菌液を用いて接種を行った後， 4か月後に調査

した(第 5表の試験②).c陰性対照区(滅菌水処理区)
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tr) 5表 Ptx 非mf ~E1朱および産生株の校に対する病原セlë ・病原力

試験①b) 試験②c)

菌株 a) Ptxの産生a)
枯死の進行程度【1)

(i成l領水処JH!.区)

中I!i死長 (cm)ej 

0.1 a 

発~ôl符答率(%) e.fJ 健五'"新梢長 (cm)e.g) 

0.0 a 77.0 

00020 

00026 

00016 

00022 

a)第 2，3表を参照

+ 
+ 

+， +， + 
十，+，十++

++， +++， +++ 
十十+，++十，+++ 

b) 2000年 12月に笑施した(第 4図)

c) 2002 年 12 月十こ安施した (ti~ 5区!)

4.2 b 

3.5 b 

6.7 b 

24.0 b 

7.9 ab 

16.0 bc 

86.0 bc 

90.0 c 

38.9 

56.3 

5.2 

14.9 

d) 枯死の進行程度は，以下の基準に基づいて判定した 一，枯れ込みが認められない;+， 1/4 までの枯れ込みあ り ;++， 1/2 

まで、の枯れ込みあり;+++， 1/2以 上の枯れ込みあり.

e)問ーカラムにおける異なる英字問には有志、差がある (St巴巴l-Dwassの多重比較，戸<0.05) ただし健全新梢長では区間に有意、

差が認められなかった

f) 発~ 障害率 (% ) = [(枯死芥数十黄化新梢数)/ (総芽数一方、発芥数)] x 100 

g)健全新梢長=健全新制 (紫化した新梢を除く)の 1f対当たりの延べ長さ

第 6表 2004 ~ 2007 {I~におけーる結果母校の枯死誌 と分離菌の Ptx i!lt生能

結果母校布ii死率(%)b) 分離した菌株の Ptx産生能c)

発生|室la)
ハローの

20041，1' 2005年 2006 oF 2007主12 合計 argKd) 
有無日) 2004正F 2005 ol二 2006 "1三 2007 i:f 

+ + + + 十

B 1.7a 1.7 a 2.4 a 1.3 ab O 19 O 21 O 17 O 20 077 + 
C 1.9 a 5.1 a 2.2 a 0.5 a O 17 O 20 O 17 O 19 o 73 + 

D 

E 
+ 
+ 

17.6 c 29.1 c 11.9 b 3.2 bc 20 0 20 0 20 0 20 0 80 0 十

14.2 b 17.8 b 17.5 b 5.2 c 18 0 24 0 18 0 20 0 80 0 十

a)第 2表を参照.

b)結果母校枯死率=(枯死していた結果母校数/調査した結果母校数) x 100 同ーカラムにおける典なる英字聞には有志、差があ

る(逆正弦変換後の Ryan法による多重比較，p < 0.05) 
c) 各ITI1IJ也で分離した菌株のファゼオロトキシン (Ptx)産主主能は，後藤・!日g川Cl984c) の方法で検3ました + ・産生か認められ

る1諸f';j(の数-: llt生が認められない菌株の数

d) 各国地で分離した全菌株を fj~試して argK の PCR 検1:11を行った +・期待されるサイズの増11胞が認められる

ける校の布!i死球は 「ハローのある園地」より低いという傾向

が，調査の全期間を通じて認められた(第 6表)

また，これらの各園地で 4年間にわたって催病葉を無作為

に採取し 1菌株/ 1催病葉の制合で病原細菌を分離した

上で，その特性 の調査を行った(第 6表) その結果， rハ
ローのない園地」において分離された 150株からは，argKは

PCR検出できたものの， Ptxの産生は全く認められないこと

が明らかとなった 一方， rハローのある園地J由来の 160

株は，いずれも PtxËf ~ 1二株であることが確認できた.

考 察

ローのない病政E(第 2図 a)Jのみが認められる園地 (A~ 

C闘;第 2表) と， ['黄色の明瞭なハローのある病斑 (第 2

図 b)Jが形成される困地 (D~ F図，第 2委託)を嗣査対象

として選び，それぞれの園地から病原細菌を多数分離して

その性状を比較検討 した.その結果，どちらのタイ プの園

地に出来する 菌株も，キウイ ブルーツの葉に接種すること

によって，それぞれの園地で認められている 「原病徴jを

再現することができた(第 2表，第 3図) また， 26項目

の生理・生化学的性質を調査 したところ，イノシトールの

利用に関しては 「ハローのない園地」由来株のみが陰性と

なったが，それ以外の項目に関しては，いずれの園地由来

Ptx非産生株の同定と県内における分布 株も対照として用いた pv.actinidiae日本分離株と一致して

本研究では，キウイフルーツかいよう病の権病葉に 「ハ いた(第 4表) さらにこれらの菌株のハウスキーピング
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遺伝子 包yrB，ゆoD)の配列は， pv. actinidiae円本分断株の配

列 (AB016303，AB016304) と完全に一致していることが倣

認できた 以 1..のことから，いずれの困地由来の菌株につい

ても Pseudomonassyringae pv. actinidiaeであると同定した

また， 2000 ~ 2002 {jにかけて分離した 216株を供試して

Ptx産生能を生物検定したところ(第 2表)， rハローのある

園地」由来株はすべて Ptxを産生することが維認できた.

一方司 「ハローのない閑地J由来 jt~はいずれも Ptx 非産生

であることが明らかとなったーさらに， 2004 ~ 2007年に

かけて分断した 310株からも，全く同様な調査結果を得る

ことができた(第 6表) すなわち， 7 ir問にわたって実施

してきた以」てのような調査の結果， rハローのある闘地J由

来の 285株はいずれも Ptx産，-t株であるのに対し， rハロー

のない園地J1'1:1*の 241株はすべて Ptx非産生株であるこ

とが明らかとなった

ところで，キウイフルーツかいよう病I菊は強い感染力・

伝染力を有しており，一旦感染すると導管;を通じて樹体内

に病原細菌が拡散すること，そのような樹体の各部からは

菌泥が滋1.1:¥し，それが風雨で飛散することによって)J.i聞の

樹の ;Ûs ・菅・花・新+ì~へと新たに本病が伝染することが明

らかにされている (Serizawaet al.， 1989;牛iJ/， 1993).この

ような木菌の生態特性を考慮すると， 2000 ~ 2007年にか

けて各悶地で業や花苦の病斑を無作為に採取し 11均株/

1病.lX1の割合で 526株の病原料IT誌を分離して苓積してきた

結果 (第 2，6表)は， r当該闘地に分布している病原菌集

団の特性」を把J屋するよで必要十分な情報量を満たしてい

ると jLlわれる.以|てのことから，今回調査対象とした 「ハ

ローのある園地Jには Ptx産生株のみが， rハローのない

闘地」には Ptx排産生株のみが分布 していると判断した.

2003年に笑施された全県調査によって， rハローのある

園地]は県内に 39箇所認められたが，これらはいずれも

伊予地区に集，*，していた (第 1図). 一方， rハローのない

園地jとして確認できたのは 7箇所であり，これらは松|上|・

砥部地区にのみ局在していた これら 2つのタイ プの閑地

は，最も近いもの同士でも 直線距離で約 8km離れている

上に，その間には標高 885mの障子山があって両地区を隔

てている.すなわち，両タイ プの園地は，地理的・地形的

に隔てられて存在していることが明らかとなった 以上の

ことを考え合わせると，少なくとも今回の調査時点では，

愛媛県において Ptx産生株は伊予地区の一部に， Ptx ~ Iミ産

生株は松山・砥f:fs地区の一部にのみ排他的に分布している

ものと思われる

Ptx非産生株と産生株との比較

Ptx ~ 17 ~B二株がなぜ松L1.1 ・砥部地区に局在しているのか

を解明する端絡を聞くために， Ptx 非ift: ~t 株と Ptx 産生株

とを多杯!的に比較することを試みたそのためにまず， Ptx 

産生遺伝子群の集積する 「αrgK二toxクラスターjを， Ptx ~ I二

l主 ~J::. i除が保持しているかどうかについて調査を行 った，すな

わち，クラスターを構成する遺伝子群 (Genkaet al.， 2006)の

中から amは，ptx，ORF3およびargKを指標として選び，それ

らの PCR検出を行った

その結果， Ptx 産生株/~Io産 ~t 株のいずれからもシグナル

を得ることができた(第 2表) 指標として利則した 4つの

遺伝子のうち，amtAとαrgKはそれぞれクラスターの左右両

末端付近に，ptxとORF3はクラスターの比較的中央付j丘に

位置している (Genkaet al.， 2006) このような配置の遺伝子

のいずれもが Ptx非産生株から検出されることから，これら

のPtx非産生株は，argK-toxクラスターの構造の少なくとも

一部は保持しているはずである したがって，今回見出され

た Ptx非産生株は， rクラスターを保持している Ptx産生株

において， Ptx 産 ~I三に直接/間接的に関わるメカニズムのい

ずれかに欠J員が生じ，産生能が失われた変災株」であろう

われわれはこれまでに， Ptxを産止することが知られてい

るps. pv. Phaseolicola (インゲンかさ布!i病菌)と pv.actinidiae 

を対象として，さまざまな視点から比較解析を行ってきた

その結果， αrgK-toxクラスターはす[動性遺伝凶子であり，

Pseudomonas属細菌とは兵なる菌群を起源としていること，

そこから水平移動によって pv.Phaseolicolaやpv.actinidiaeの

「組先型の染色体」へと侵入し，挿入された可能性があるこ

とを明らかにしてきた (Genkaet al.， 2006; Sawada et al.， 1997， 

1999，2002;津田ら， 2005) 

一方，ス ペインには， Ptxを産生 しない pv.phaseolicolαが

分ずliしていることが明らかとなり，その染色体」二には αrgK二

toxクラスターが存在していないことが確認された (Ricoet 

al.， 2003) そのため，この Ptx非産生株は，argK-toxクラス

ターの侵入を受ける前の ["pv. Phaseolicolaの祖先型」か，あ

るいは， Ptxを産生する pv.phaseolicolaからクラスターが

「後天的に脱落した株」のどちらかであろうと推測されてい

る (Gonzalezet al.， 2003; Oguiza et al.， 2004) また，スペイン

では，このような Ptx産生株と非産生株とが，それぞれ異な

るイ ンゲン産i也において排他的に分布していることが確認

されているりoseet al.， 2010).これら両産地では気候が異な

り，栽j諾されているインゲンの品種も違うことなどが， 産生

株と ~I::gf.生株の排他的分布をもたらした要因の 1 つではない

かと考えられている C]oseet al.， 2010) 

今101，愛媛県の松山・砥部地区 (第 1図)に排他的に分布

していることが明らかとなった Ptx非産生株は，スペインに

分布している rargK-toxクラスターを保持していない Ptx非
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産生株」とは異なり， rクラスターの少なくとも一部は保持

しているにもかかわらず，産生能を喪失した変異株Jである

後者のようなタイ プのPtx非産生株が 1つの地区の複数の

園地にまたがって排他的に分布しているという現象は， pv. 

Phaseolicolαとpv.actinidiaeのいずれを通じてもこれまでに

報告がなく，今回の発見が初めてである

2003年の全県調査によって， ["ハローのない園地jは松山・

砥部地区にのみ認められたが，逆に同地区内からは 「ハロー

のある園地」は全く見出せなかった (第 1図) また， 2000 ~ 

2007年の調査期間を通じて，松山・砥部地区の調査対象固か

らは， Ptx産生株が全く検出できなかった (第 2，6表). し

たがって， ["松山・砥部地区内において Ptx産生株に変異が

生じ，その結果として同所的に非産生株が出現したJという

可能性は考え難し、であろう.一方，前述したように，松山・

砥部地区と伊予地区.の発生園は 8km以上離れている上に，

間を山で隔てられている(第 1図).また，本病に関しては，

保商した穂木・苗木が流通することによって病原細菌が伝搬

され，病気の発生地が拡大することが懸念されている(牛1.1.1，

1995) 以上のことから，次のような推測をしているところ

である.すなわち， r汚染した農業資材などによって， Ptx非

産生株が外部から松山・砥部地区へと持ち込まれ，本病が発

生・定着した 一方，別ルートを通じて，伊予地区へは Ptx

産生株が持ち込まれた. しかし，両地区を隔てている地理

的・地形的な条件のために 2つの系統の分布域が交わること

はなく，各々の排他的な分布が今も維持されている.Jとい

う仮説が成り立つのではないだろうか.今後は，苗木をはじ

めとする農業資材などの流通経路や， Ptx非産生株・産生株

の分布・生態特性などをさまざまな観点からさらに詳細に調

査することによって，この仮説を検証していきたいと考えて

いる

諸外国で報告されている pv.αctinidiαeとの異同

ここでは， Ptx非産生株の起源について考察するために

諸外国で報告されてきた pv.actinidiae (第 l表)との異同に

ついて検討してみたい pv.actinidiae に関してはこれまでに

日本，韓国，イタリア，フランスにおいて，異なる時期に多

数の菌株が分離されてきた そして，これらの菌株はさま

ざまな遺伝学的手法によって解析され，比較されている

(第 1表).その結果，これらの遺伝的背景は互いに類似し

ており， pv. actinidiaeは全体として均一性の高い集団であ

ることが明らかとなっている (Ferranteand Scortichini， 2010; 

Han et al.， 2003; Lee et al.， 2005; Sawada et al.， 1997， 1999; 

Vanneste et al.， 2010， 2011) 一方で， pv. actinidiaeからは今ま

でに3つの異なる病原性因子 [Ptx(日本， イタリア 1992)， 

コロナチン(韓国)，HopA1 (イタリア 2008，フランス)Jが

検出されている(第 1表)(Ferrante and Scortichini， 2010; Han 

et al.， 2003; Lee et al.， 2005; Sawada et al.， 1997， 2002; 

Vanneste et al.， 2011) 

今回，愛媛県で見出された Ptx非産生株からは，コロナチ

ン産生に関わる併やエフェクター遺伝子の lつである hopAl

は PCR検出できなかった(第 3表).一方，この Ptx非産生

株に関しては，gyrBとrpoDの配列が pv.actinidiae日本分離

株と完全一致していること，argK-toxクラスターの少なくと

も一部の構造を保持していることが確認できている (第 2

表)• したがって， この Ptx~W産生株は外国起源のものでは

なく，わが国に広く分布している Ptx産生株 (日本分離株;

第 l表)を直系の祖先とする I欠損変異株jであろう，

pv. actinidiaeに関して今までに得られてきた成果(第 1

表)(Genka et al.， 2006; Sawada et al.， 1997， 1999， 2002)をもと

に，われわれは以下のような推測をしているところである

(津田ら， 2005)ーすなわち，世界各地の Actinidiα属植物

には遺伝的に近縁な常在菌が広く分布しており，これら

「祖先型の常在菌Jvこ対して，各地でそれぞれ異なる病原

性関連遺伝子が水平移動などによって侵入した その結

果，いずれの受容菌も顕著な病徴をキウイフルーツに誘導

することができるようになり，各国で順次，病原細菌とし

て認識されていったのではないだろうか

この仮説のもとでは，今回見出された Ptx非産生株の示

す表現型，すなわち， r葉にハローを誘導しなしJ・「校に

対する病原力が弱し、」などの特徴は，病原性関連遺伝子を

受容する以前の「祖先型の常在菌Jの表現型を示している，

という可能性が考えられる. この点については，Actinidia 

属植物の常在菌の探索や，来歴の異なる pv.actinidiaeの比

較解析などを行うことによって検証を試みたいと考えて

いる

なお， 1992年にイタリアで分離された pv.actinidiae (イ

タリア 1992分離株)は，遺伝的類縁性が日本分離株に特に

近く，同じ haplotypeA に属すること ，argK-toxクラスター

を有していることから(第 1表)(Ferrante and Scortichini， 

2010; Vanneste et al.， 2011)，汚染した農業資材などによっ

て日本分離株がイタリアへ持ち込まれたという可能性も

考えられるのではないだろうか.キウイフルーツの苗木や

受粉用の花粉の流通は世界的に非常に活発になっている

ことから，今後は逆にコロナチン産生株や hopAl保有株が

わが国へと侵入しないように警戒する必要も出てくるの

かも知れない.

Ptxの病原性因子としての役割

今回分離した Ptx産生株と非産生株を葉に接種したとこ

ろ， Ptx非産生株で、はハロー形成が認められなかった(第 3
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図a、b，第 2表) • Ptx 非産生株のみが分布する園地 (A~

C) でも，調査JtJj間 (2000~ 2007年)を通じてハロー形成

は全く確認できなかった(第 2区Ia，第 2表) 以上のこと

は，業のハローは Ptxの作用によって誘導されるという報告

(Tamura et al.， 2002) を支持している.

一方，Ptx産生株と非産生株を枝に接種すると，いずれに

おいても病原性は認められるものの，病原力は Ptx産生株の

方が強いことが明らかとなった(第 4，5図，第 5表).さら

に，発生園における結果母校の枯死状況を調査したところ，

Ptx産生株が分布する発生園 (Dおよび E) の方が，枝の枯

死率が高いことが認められた (第 6表).これらのことから，

キウイフルーツかし、ょう病において， Ptxは 「校に対する病

原力を決定する因子」の 1っとしても機能している可能性が

考えられる.

pv.戸haseolicolaに関しては，人為的に作出された Ptx非産

生株をインゲンに接種し Ptxの作用を解析することが試み

られている (Patilet al.， 1974) その結果， Ptx非産生株を業

へ接種した場合は，ハローが形成されないだけでなく，接種

部位から他のliii位へと接種菌の拡散する様子が認められな

いことも指摘されている 同様に， Ptxに耐性の標的酵素 (オ

ノレニチンカルパモイノレトランスフエラーゼ)を発現する形質

転換インゲンでは， Ptxを産生する pv.phaseolicolαを接種し

ても，接種部位からのJ妥種菌の拡散が抑えられることが報告

されている (Herrera-Estrellaand Simpson， 1995) また，わ

れわれも， Ptxに耐性の標的酵素を発現させた形質転換キウ

イフルーツを作出したとで， Ptxを産生する pv.actinidiaeを

業に接種ーしたところ，接種部位における pv.actinidiaeの;憎摘

が抑えられることを確認している(星ら， 2000;大盟ら， 未

発表).以七のことから，キウイフルーツやインゲンでの病

気の発生における Ptxの役割は，葉におけるハローの形成だ

けでなく，校に対する病原力も含んだ，広範囲に及ぶもので

ある可能性が考えられる病害抵抗性の植物を作出する上で

もZ主要な問題であることから，今後もさらに検討を続ける必

要があろうー

摘 要

愛媛県では伊予市 と松山市/砥部町においてキウイフ

ルーツかいよう病が発生している. このうち，伊予市の発

生園では， r黄色の明瞭なハローを伴う病斑Jが業に形成

されていた.一方，松山市/砥部町における催病葉には [ハ

ローを伴わない病斑Jのみが認められた.両タイ プの発生

園から分離した病原細菌の各種表現型と遺伝型を解析し

た結果，いずれの菌株も Pseudomonassyriηgae pv. actinidiae 

と同定することができた. しかし，生物検定と接種試験を

行ったところ.ハローのない園地に由来する菌株はファゼオ

ロトキシン (Ptx)産生能を有しておらず， 葉にハローを誘

導できないことが明らかとなった. 一方，これらの菌株から

は， Ptxの産生に関与する argK-ωxクラスターの構成遺伝子

M (amtA， ptx， ORF3および G円f{K)が PCR検出できた.なお，

諸外国ではコロナチン産生遺伝子(ポ)やエフェクター遺伝

子 (ho戸，Al)を保持しているキウイフルーツかし、ょう病菌が

報告されているが，これらの遺伝子は今回の分離菌株からは

PCR検出できなかった以 lてのことは，ハローのない国地由

来の Ptx非産生株は，わが固に広く分布している Ptx産生株

において， Ptx産生に関わるメカニズムになんらかの欠損が

生 じ，その産生能が失われた変異株であることを示してい

る.現地調.脊と接種試験の結果， Ptx非産生株は産生株に比

べて枝に対する病原力が~~\t 、ことが切らかとなった した

がって， Ptxは校に対する病原力決定凶子の 1っとしても機

能している可能性が考えられる.また，愛媛県内では Ptx産

生株は伊予市に， 非産生株は松LU・砥部地区において，それ

ぞれ排他的に分布していることも確認で‘きた
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