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リアルタイム定量PCR法によるダイズ葉焼病菌のダイズ種子からの絶対定量

渡辺貴弘 1*・津田宏之2

ABSTRACT 

WATANABE， T.1* and SAWADA， H.2 (2013). Detection and absolute quantification ofXanthomonas axonopodis pv.政cinesfrom soy回

beans by real-time PCR. Jpn. J. Phytopathol. 79: 83-91. 

A real-time PCR assay (qPCR) based on TaqMan chemistry was developed to quantify Xanthomonas axonopodis pv. glycines， the causal 
agent of bacterial pustule of soybeans. Specific primers and probes were designed based on the sequences of the ゆoDgene. In the 
assay， the gene from 61 X.αxonopodis pv. glycines strains was amplified， but not仕omany other Xanthomonas species tested， various 
reference strains derived from soybeans， or 30 indigenous bacteria isolated from soybeans in Fukui Prefecture. For absolute quantiι 
cation， a calibration curve was constructed based on a recove可 test(Sawada et al.， Plant Proteet. 62: 611-617， 2008): a series of 1 g 
soybean seeds was spiked with 10-fold dilutions ofthe bacterial suspensions， and DNA 仕omeach l-g series with a 10-fold dilution was 
extracted and subjected to qPCR. A strong linear relationship was found between the threshold cycle value and the bacterial density 
仕'Om6x 102 to 6x 108 cfu per 1 g of soybean seeds; the detection limit might be close to 6x 101 cfu per 1 g of seeds. This qPCR exper-
imental system in conjunction with the following sampling procedure proved to be a reliable method for estimating the degree of 
contamination in seeds: (1) crush 1 kg of test seeds and mix well， (2) sample 1 g of these crushed seeds， and repeat this procedure 10 
times， (3) extract DNA from eve巧T1 g of crushed seeds sampled and perform the qPCR experiment three times to derive quantitative 
values， (4) average the 30 quantitative values obtained， and use this value to determine the degree of contamination of the original 
seeds tested. 

(Received October 15， 2012; Accepted December 5， 2012) 
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緒日

ダイズ葉焼病がわが国で確認されたのは 1919年であり，

それ以来，福井県をはじめとする多くのダイズ生産地で発生

が認められている(西山ら， 1986;西山， 1991;矢ケ崎ら，

2002). 本病は主に葉に発生し はじめは淡緑色~紅褐色の

微小斑点が現れるが，時間の経過とともにそれが徐々に拡大

し発病後期には周囲に淡黄色のかさを伴った不整形の褐色

病斑となる.激しく発病すると病斑が融合して葉枯症状を呈

し，やがて落葉・枯死に至る(柚木， 1986). 

福井県における主要品種である‘エンレイ'は，本病に対

する抵抗性程度がやや強いとされている(高山ら， 2003).し

かし，生育中期以降になると発病が目立つようになり，収量

や品質が影響を受け，経済的な被害が発生して問題となって

いる(渡辺，未発表).また，本病は種子伝染することから

(西山， 1999)，有効な種子検査法がない現状では，保菌した

種子が生産現場に混入し，次作に使用されている可能性は否

定できない.

本病に関しては今のところ卓効のある農薬がないため，薬

剤防除のみによって根絶することは難しいと考えられてい

る.また，早期発見による権病株の抜き取りは効果があるも

のの，多大な労力がかかるために全県的に徹底することは現

実的ではない.一方，病原細菌に汚染されていない種子が確

保できれば，汚染種子に起因した発病やそれに伴う経済的被

害をなくすことができ，長期的には本病を根絶することにも

繋がるのではなし、かとの期待がある.ただしそれを実現す

1福井県農業試験場(干 918-8215福井県福井市寮町辺操 52-21) Fukui Agricultural Experiment Station， Ryo-machi， Fukui， Fukui 918 
8215，Japan 

2農業生物資源研究所(干 305-8602茨城県つくば市観音台 2-1-2) National Institute of Agrobiological Sciences， Kannondai， Tsukuba， 
lbaraki 305司 8602，Japan
* Corresponding author (E-mail: t-watanabe-zu@pref.fukui.lg.jp) 
本研究は特別電源所在県科学技術振興事業「ダイズ葉焼病の診断技術と被害防止技術の確立」の助成により実施した.



平成25年 5月

Xanthomonas属は最近，遺伝学的な情報に基づいて分類が見

直され，本菌はXanthomonasaxonopodis pv.劫Icznesとして整

理された (Parkinsonetα1.， 2009; Vauterin et al.， 1995; Young et 

al.， 2008). このような経緯に鑑みて，本論文では， Parkinson 

et al. (2009)の論文中の Table1に従ってXanthomonas属細

菌の種・ pathovarレベルの学名表記を行った.

ダイズからの細菌の分離 2008 ~ 2009年に福井県内の各

所で，本病に権病したダイズ葉，および外観健全なダイズ葉

を採集し，細菌の分離を行った.前者に関しては，本病の典

型的な病徴である「中央部が淡褐色~褐色で，周囲が黄色を

呈する斑点症状」が認められるダイズ葉を採集し，分離用サ

ンフ。ルとした.病斑部と健全部の境界部分を 5mm角に切り

出して水道水で洗浄し，滅菌水中で磨砕した後，標準寒天培

地(日水製薬)に画線して 270Cで2日間培養した.そして，

優占的に形成された円形・全縁・中高・平滑な黄色集落を釣

菌し，単集落分離を2回繰り返すことによって純化を行った.

このようにして分離した 60株を対象として， API20NE (シ

スメックス)を用いて生理・生化学的性質の検査を行い，ダ

イズ葉焼病菌の結果 (APIプロフィール:0462341) (西山，

1996)と一致することを確かめた.さらに，その中から無作

為に選んだ 5株 (FuA， FuB， FuC， FuD， FuE)をダイズに

噴霧接種し，葉に原病徴が再現されることを確認した上で，

これらを福井県産のダイズ葉焼病菌(xaxo叫 oぬ pv.gか'cines)

として供試した(第 1表)

健全ダイズ葉からの分離の場合は， 5mm角に切り出した

葉の切片を，洗浄せずに滅菌水中で磨砕した後，標準寒天培

地に画線して 270Cで2日間培養した.そして，形成された

材料および方法
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るためには，種子中の病原細菌を高感度に検出・定量できる

ような検査手法を開発した上で種子の監視体制を確立しな

ければならない.

近年， リアルタイム定量 PCR法 (qPCR)によって，さま

ざまな微生物を検出・定量することが試みられている(北篠，

2008;三好ら， 2011; Sails 2009;津田ら， 2008). 本研究では，

TaqManプロープ法に基づく qPCRを利用し， ["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」という手順(津

田ら， 2008)にしたがって検量線を作成した上で，ダイズ種

子中の本病原細菌を高感度に絶対定量する実験系を確立す

ることができた.

ところで， qPCR実験系を利用して現場で種子検査を行う

ためには， qPCR実験に供するための「分析用試料」を，検

査対象のダイズ種子の中から採取する方法が必要となる.厚

生労働省 (2001)によって示された「組換え DNA技術応用

食品の検査方法」では， 1つのロット(圃場)由来の収穫物

が 15袋以下の場合は，その中から無作為に2袋を選んだ上

で，各袋から 500gを量り取って混合し，全量を 1kgとした

ものを「検体」として供試することによって，以後の定量実

験を実施するように指導している.しかしその 1kgの「検

体」の中から実際の「分析用試料」を採取するための具体的

な手順は， ["組換え DNA技術応用食品の検査方法」には示さ

れていない.そこで本研究では，厚生労働省 (2001)が示し

た枠組みに従いながら， 1kgの「検体」から「分析用試料」

を採取するための手順を確立した.そして，その手]1贋を qPCR

実験系と組み合わせることによって， ["検体」の保菌密度が高

精度に把握できることを確認したので，その詳細を報告する.

なお，本病の病原細菌はXanthomonascampestris pv. glycines 

(Nakano 1919) Dye 1978とされていたが(西山ら， 1986)， 
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福井県においてダイズから分離した菌株第 1表

qPCR結果b)

+
+
十
+
+

+ 

MAFF番号a)

211973 
211974 
211975 
211976 
211977 

菌株番号

FuA 
FuB 
FuC 
FuD 
FuE 

FuF， G， H， 1，]， K， L， M， N， 0， P， Q， R， S， T， U， V， W， X， Y， Z， 
AA， AB， AC， AD， AE， AF， AG， AH， AI， A]， AK， AL， AM， 
AN， AO， Ap， AQ， AR， AS， AT， AU， AV， A刊 AX，AY， AZ， 
BA， BB， BC， BD， BE， BF， BG， BH 

ダイズ葉焼病菌 (60)

種類(菌株数)

FuCA， CB， CC， CD， CE， CF， CG， CH， C1， C]， CK， CM， 
健全葉から分離した常在細菌 (30) CN， CO， Cp， CQ， CR， CS， CT， CU， Cv， Cw， CX， CY， CZ， 

DA， DB， DC， DD 

:非増幅.+:増幅，

a)農業生物資源ジーンパンクに登録した
b)第3表に示したプライ 7 一・プロープを用いた.
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第2表本研究に供試した参考菌株

学名(菌株数)

Xanthomonas axo仰 Itodispv. glycines (1) 
X. alfalfae subsp. alfalfae (1) 
X. arboricola (1) 
X. arboricola pv. pruni (1) 
X. axo仰少odispv. thysalidicola (1) 
X. citri subsp. citri (1) 
x. cu芯urbitae(1) 
X. oryzae pv. 0吟Izae(1) 
X. pisi (1) 
X'. vesicatoria (1) 

Pseudol仰onassyringae pv.glycinea (4) 

P. cichorii (1) 
Pseudomonas sp. (1) 
Bradyrhizobium elkanii (1) 
B. jatonicum (1) 
Flavimonas oryzihabitans (1) 
Sinorhizobium jケ'edii(1) 

MAFF番号

311338 

301090 

211922 

301421 

301206 

311127 

301081 

311018 

301207 

301294 

302682 

302688 

3026θ0 

311113 

302698 

327547 

303193 

303123 

311373 

210054 

a)第3表に示したプライマー・プロープを用いた. +:増幅，

さまざまな形態の集落の中から無作為に 30個を選び，釣菌・

純化したものを， I健全ダイズ葉の常在細菌」として以後の

試験に供した(第 1表)• 

参考菌株第2表に示したXanthomonω属細菌 10株(ダ

イズ葉焼病菌である MAFF311338を含む)を，プライマー・

プロープの特異性を評価するための参考菌株として供試し

た.さらに，ダイズ由来の Pseudomonas 属細菌 6 株，

B仰のrhizobium属細菌2株，Sinorhizobium属細菌 1株，およ

び、Flavimonas属細菌 1株も参考菌株として用いた.

プライマ ・プローブの設計と qPCRにおける特異性・定

量性の確認 Xanthomonas属細菌に関連したさまざまな配列

データをデータベースで検索し，必要なデータを収集した上

で，ダイズ葉焼病菌に特異的な領域を探索することによって

プライ 7 ーとプローブ、の設計を試みた.

プライ 7 ー・プロープの特異性を確認するために，供試菌

株(第 1，2表)の培養菌体から DNAを抽出して qPCRを

行った.そのために，これらの菌株を標準寒天培地に画線

して 270Cで2日間培養した後，形成された孤立集落から菌

体をかき取り， MagMAX Total Nucleic Acid Isolation Kit 

(Ambion)のプロトコールにしたがって全 DNAを抽出した.

qPCR は StepOneリアルタイム PCRシステム (Applied

Biosystems)を用いて行った.培養菌体由来の DNAを用い

て qPCRを行う場合は，以下のような組成で反応務液 20.0μl

を調製した:水 4.4μL各プライマー (10μM)1.8μ1， TaqMan 

宿主 採集地 qPCR結果a)

ダ、イズ 新潟県 十

アノレファノレファ 千葉県
ブドウ 山梨県
モモ 福島県

ホオズキ 静岡県
イヨ 愛媛県

ニホンカボチャ 千葉県

イネ 京都府

エンドウ 静岡県

トマト 静岡県

ダイズ 岩手県
ダイズ 秋田県
ダ、イズ 茨城県
ダ、イズ 宮城県
ダ、イズ 山口県
ダ、イズ 茨城県
ダ、イズ 新潟県
ダイズ 富山県
ダイズ 茨城県

ダイズ 茨城県

一:非増幅.

プローブ (5μM)1.0μ1， TaqManマスターミックス (2x濃

度) (Applied Biosystems) 10.0μ1，テンプレート(培養菌体

由来の DNA溶液)1.0μl 反応プロトコールとしては， 500C 

2分と 950C10分の 2ステップを 1サイクル行った後， 950C 

15秒と 600C60秒の 2ステップを 45サイクル繰り返す条件

を用いた.以上の手順にしたがって，設計したプライマー・

プロープの特異性を確認した.

さらに，この qPCR実験系における定量性を確認するため

に，ダイズ葉焼病菌 (MAFF311338)を蒸留水に懸渇して段

階希釈系列 (6x 10S ~ 6 x 1frlcfu/ml)を作製した上で，系列

の各懸濁液から1.0μlを取り，それを qPCRの反応溶液にテ

ンプレートとして直接加えて反応を行った.

ダイズ‘種子からの DNA抽出 検査対象のダイズ種子から

1kgを量り取り，フードミル(ミルサ-800DG， Iwatani)を

用いて粉砕した後，ビニール袋に入れて十分に振り混ぜ、るこ

とによってできるだけ均質にした このようにして調製した

粉砕種子 1kgから， 1 gを量り取って 50mlチューブに入れ

た後，穐山ら (2002)や組換え DNA技術応用食品の検査方

法(厚生労働省， 2001)に示された手順に従い， DNeasy Plant 

Mini Kit (QIAGEN)を用いて全 DNAを抽出した.

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」という手順

(津田ら， 2008) にしたがって検量線を作成した.そのため

にまず，本病の発生履歴のない閏場においてダイズ種子を収
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穫し，予備的に定量 PCR実験を行ってダイズ葉焼病菌由来

のシグナルが認められないことを確認した上で，これらの種

子を「健全種子」として以下の実験に供試した

前段の「ダイズ種子からの DNA抽出」の項で示した手順

に従って健全種子を粉砕し，そこから 19を量り取って 50ml

チューブに入れた.次に， 6 X 108 cfu/mlの濃度に調整した

ダイズ葉焼病菌 (MAFF311338)の蒸留水懸濁液を原液とし

て，連続 10倍希釈の系列 (6X 108 ~ 6 x 100 cfu/ml)を作

製した.そして，この系列の各懸濁液 1mlを， 50mlチュー

ブ中の 19の粉砕種子に添加することによって， 16 X 108 ~ 

6 x 100cfu /種子 19の密度でダイズ葉焼病菌を含む種子サ

ンフ。ルの系列」を作製しこれを検量線作成用の「標準試料」

とした.さらに，この標準試料か弘前段で示した手順に

従って全 DNAを抽出した後， qPCRを行った.

ダイズ種子由来の DNAを用いて qPCRを行う場合は，以

下に示した組成で、反応溶液 20.0μlを調製した:水 0.14μL各

プライマー (100μM)0.18μ1，TaqManプロープ(10μM)0.5μ1，

TaqManマスターミッグス (2x濃度) (Applied Biosystems) 

10.0μ1，テンプレート(夕、、イズ種子由来の DNA溶液)9.0μl 

なお，いずれのサンフ。ルについても 3反復で反応を行った.

反応プロトコールとしては 500C2分と 950C10分の 2ス

テップを 1サイクル行った後， 950C 15秒と 600C60秒の 2

ステップを 45サイクル繰り返す条件を用いた.そして，得

られた ICt値」と「ダイズ種子 19中の細菌数 (cfu)の対数

値」とをプロットして回帰直線を求め，絶対定量が可能な範

囲，相関係数，および PCR効率について評価を行った.

検体 1kgからの分析用試料の採取方法 現場で種子検査

を行うためには， qPCR実験に供するための「分析用試料」

乞検査対象のダイズ種子の中から採取する方法が必要とな

る.厚生労働省 (2001) の「組換え DNA技術応用食品の検

査方法」には，検査対象のダイズ種子から 1kgの「検体」を

採取する方法は記載さわしているものの，その 1kgの「検体」

から実際の「分析用試料」を採取するための具体的な手順は

示されていない.そこで，本研究を実施するにあたり，事前

に予備試験を繰り返すことによって， 1 kgの「検体」から

「分析用試料」を採取するための暫定的な方法を以下のよう

に考案した(第 4図): 1) 1 kgのダイズ種子(=検体)を粉

砕して十分に混和する， 2) 11 kgの粉砕種子から 1g (=分

析用試料)を採取する」という操作を 10回繰り返す， 3)採

取した 19の粉砕種子ごとに DNAを抽出した後， qPCRを3

反復行って定量値を求める， 4)得られた 30個の定量値を平

均し，その値をもとに「検体」の保菌程度を判定する.

本研究では，この暫定的な方法の有効性を評価するため

に，以下のような実験を行った.すなわち，ダイズ葉焼病擢

病株から収穫した種子(汚染種子)を，健全株由来の種子

(健全種子)に対してさまざまな割合で混合させることに

よって，人為的に 1kgの「検体」を作製した 具体的には，

健全種子に対して汚染種子を 5%，25%， 50%， 75%， 100 

%の計5段階の割合で加えることによって，混合割合の異な

る検体区を 5つ設けたそして，これら 5つの検体区のそれ

ぞれを対象として，上記の手順(第4図)に従って分析用試

料の採取と qPCRを行い，得られた 30個の定量値の平均を

算出した.そして， 1区ごとに得られた定量値の平均」と「そ

の区における混合割合Jとをプロットし，混合割合に比例し

た定量値が安定して得られるかどうかを調べた.さらに，以

上のような評価実験をもう一度繰り返して行い，この採取方

法の再現性についても確認を試みた

結果

プライマー・プローブの設計と qPCRにおける特異性・定

量性の確認ゆoD(陪~A ポリメラーゼ主要シグマ因子遺伝

子)の既報の配列をもとに，ダイズ葉焼病菌に特異的な領域

を探索した結果，第3表に示したようにプライ 7 ー (X.C.

glycines-F， X.C. glycines-R) およびプロープ (X.C.glycines-

Probe)を設計することができた.

このプライマー・プロープを用いて qPCRを行ったところ，

本研究で供試した 61株のダイズ葉焼病菌のいずれにおいて

も明瞭な増幅が認められた(第 1，2表，第 1図).また，こ

れらの増幅産物をアガロースゲル電気泳動によって分離し

たところ，想定されるサイズ (110bp)の断片が確認できた.

一方，参考菌株として供試した近縁のXanthomonas属細菌

9株，ダイズ由来のPseudomonas属細菌6株，Bradyrhizobium 

第3表 ダイズ葉焼病菌に特異的なプライマーおよびプロープ

プライマーおよびプロープ

プライマー

X.C. glycines-F 

X.C. glycines-R 
プローブ

X.C. glycines-Probe 

塩基配列 (5'から 3')

GGCATCGATGTCCATGAAGTT 
GCGGCGGCAGCTTCTT 

CGAGGTCGACGACAC 

標的配列 増幅産物のサイズ (bp)

rpoD 110 
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第1図 設計したプライマー・プロープの特異性の確認

ダイズ葉焼病菌(A)と，参考菌株である9株のXan仇omonas
属細菌 (B) (第2表)を供試し，第3表に示したプライ

マー・プロープを用いて qPCRを行った.
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第2図 設計したプライマー・プロープにおける定量性の確認

ダイズ葉焼病菌 (MAFF311338)を蒸留水に懸濁して

10倍希釈系列 (6X 108 ~ 6 X 102 cfu!ml)を作製した

後，その系列の各懸渇液を反応液に直接加えて qPCRを

行った.

属細菌2株，Sinorhizobium属細菌 1株，Flavimonas属細菌 1

株，および¥健全ダイズ葉由来の常在細菌30株については，

増幅が全く認められなかった(第 1，2表，第 1図)• 

また，ダイズ葉焼病菌 (MAFF311338)を蒸留水に懸濁し

て段階希釈系列 (6X 108 ~ 6 X 102 cfu!ml)を作製し，その

懸濁液を反応溶液に直接加えることによって qPCRを行った

ところ， ICt値」と「細菌濃度の対数値」との聞には強い直

線性 (R2= 0.998)が認められた(第2図).以上のように，

この実験系の本菌に対する高い特異性と定量性を確認する

ことができた.

検量線の作成と絶対定量可能な範囲の確認 ダイズ種子

中の本菌を絶対定量するためには適切な標準試料を用いて

検量線を作成した上で，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， 1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Jという手順(津

田ら， 2008)にしたがって検量線を作成した.すなわち，ダ

45 

40 」ユ

35 

y=・3.3534x+46.84
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ダイズ種子 19中の細菌数 (cfu)の対数値(109，0)

第3図 ダイズ種子中の葉焼病菌に対する定量性と定量可能範

囲の確認

6 x 108~6 x lOocfu/種子 19の密度でダイズ葉焼病

菌 (MAFF311338)を含む種子サンプルの系列を作製

した上で，各サンフ。ルからDNAを抽出してqPCRを行っ

た.その結果， 6x 108~6 x 102cfu/種子 19の範囲

で強い直線性が確認できることから，少なくともこの

範囲で絶対定量が可能であることと，この回帰直線が

検量線として利用できることが明らかとなった.なお，

6 X 101cfu /種子 19の密度のサンプル (0)では， 3 
反復のすべてから常にシグナルが得られるわけではな

いことが判明した.

イズ葉焼病菌 (MAFF311338)の懸濁液をダイズ種子に添加

することによって， 16 X 108 ~ 6 x lOocfu /種子 19の密度

でダイズ葉焼病菌を含む種子サンプルの系列」を作製し，こ

の系列を検量線作成用の「標準試料」とした.

この系列から全DNAを抽出して qPCRを行ったところ， 6 

x 108~6 x 102cfu/種子 19の範囲で強い直線性 (R2= 

0.999)が認められた(第3図).また， PCR効率は 98.7%(傾

き:-3.35) となり，適正とされている範囲 (80~ 120%) 

(北篠， 2008) に入ることが確認できた.以上のことは，こ

の回帰直線を検量線として利用すれば， 6X 108 ~ 6 x 102cfu 

/種子 19の範囲で高精度な絶対定量が可能であることを示

している.なお， 6 x 101cfu/種子 19の密度のサンフ。ルか

らも増幅は認められるものの，実験を繰り返して確認したと

ころ， 3反復のすべてにおいて常にシグナルが得られるわけ

ではないことが判明した(第3図にOで示した)• 

検体 1kgからの分析用試料の採取方法 「検体J1kgの中

から「分析用試料」を採取する方法を開発するために，事前

に予備試験を繰り返して検討を行ったその結果に基づいて

考案した暫定的な採取方法(第 4図)について，本研究では

有効性の評価を試みた.そのためにまず，汚染種子を所定の

割合 (5%，25%， 50%， 75%， 100%)で健全種子と混合す

ることによって，人為的に 5つの「検体区」を作製した.そ

して，各検体区から第 4図に示した手順で、分析用試料を採取
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し， qPCRを行って定量値を求めた.さらに，各検体区にお

ける汚染種子の混合割合(%)を横軸，検体区ごとに得られ

た定量値の平均 (cfu/g)を縦軸にとってプロットし，回帰直

線を算出した.

その結果， 1回目の試験からは y= 26.533x + 53.772 (R2 
= 0.993)， 2回目の試験からは y= 27.151x十 74.299(R2 = 
0.997) という回帰直線を得ることができた(第 5図).すな

わち，いずれの試験結果もきわめて直線性が強く，混合割合

に比例した定量値が安定して得られていることが確認でき

た.また， 2回の反復試験によって得られた回帰直線がほぼ

一致していることから，この採取方法に基づく定量試験は再

現性が高いことも明らかとなった.
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4--qPCRを3反復
ずつ行う

qPCR実験系の構築

本病は種子伝染することから(西山， 1999)，その被害を

減らすためには，適切な検査手法を開発した上で，種子が病

原細菌に汚染されていないことを監視できるようにしなけ

ればならない.しかし，種子中の病原細菌を迅速かっ高感度

に検出できるような手法は，本病に関しては今のところ報告

がない.なお， Lee et al. (2009)は，選択培地を用いて分離・

培養した後に，es凶遺伝子を標的とした定性的な PCRを行

うことによって，Xiαnthomonω 属細菌が検出・識別できるこ

とを報告している.ただし，この手法では分離・培養する操

作が必要であり，時間と手聞がかかることから，種子検査法

として現場で実際に利用するには無理があるそこで本研究

では，特異的なプライマー・プロープを設計した上で，

TaqManプローブ法に基づく qPCRによって，ダイズ種子中

の本菌を迅速かつ高感度に絶対定量することを目指した.

Xanthomonas属細菌を対象としたPCRでは， 16Sおよび23S

リボソーム RNA遺伝子聞のスペーサー領域を標的として，特

異的なプライマーが設計された事例がある (Adachiet al.， 2000; 

Miyoshi et al.， 1998). また， Young et al. (2008)は，必須遺伝

子である dnaK(熱ショックタンパク質遺伝子)， fyuA (TonB 

依存性リセプター遺伝子)， gyrB (DNAジャイレース Pサブ

ユニット遺伝子)およびゆoDを指標として，Xan幼omonas属

細菌を対象とした分子系統解析を行っており，その研究の過

程でこれらの配列データを大量に蓄積している.われわれしは

このような既報の配列データを利用して，本菌に特異的なプ

ライマー・プロープの設計を試みた.

その結果，スペーサー領域，dnaK，βuAあるいはgyrBか

らは，十分な特異性を有したプライマー・プロープを設計す

ることができなかった(データは省略した).一方，rpoDを

標的として設計したプライマー・プローブ(第3表)の場合

察考

30個の定量値の平均を算出し， r検体」の保菌程度を判定する

検体 1kgからの分析用試料採取方法の概要
1) 1 kgのダイズ種子(=検体)を粉砕して十分に混和
する， 2) i1 kgの粉砕種子から 1g (=分析用試料)を
採取する」という操作を 10回繰り返す， 3)採取した
19の粉砕種子ごとに DNAを抽出した後， qPCRを3反
復行って定量値を求める， 4)得られた 30個の定量値
を平均し，その値をもとに「検体」の保菌程度を判定
する.以上の分析用試料採取方法が有効であることは，
第5図に示した評価実験によって確認できた.なお，検
査対象のダイズ種子から 1kgの検体を採取するステッ
プは，厚生労働省 (2001)によって示された手順に従う.
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第 4図に示した分析用試料採取方法の有効性を確認す
るために，以下のような評価実験を行った.すなわち，
汚染種子と健全種子とをさまざまな割合で混合し，人
為的に「検体」を作製した.そして，そこから第 4図
の方法にしたがって分析用試料の採取と qPCRを行い，
混合割合に比例した定量値が安定して得られるかどう
かを調べた.
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は，本菌に対する高い特異性と定量性が確保できることが明

らかとなった(第 1，2表，第 1，2図)

添加回収試験による検量線の作成

構築した qPCR実験系を利用して絶対定量を行うために

は，プライマーやプローブの標的配列と同ーの配列を有し，

しかも絶対量が判明しているような「標準試料」を準備した

上で，それを用いて検量線を作成する必要がある.実際には，

標的配列を組み込んで作製した組換えプラスミドが，標準試

料としてよく用いられているようである(北僚， 2008). し

かし標的配列が染色体上にある場合と，プラスミド上にあ

る場合とでは， qPCR における増幅効率が異なることが明ら

かとなっている(津田ら， 2008). そのため，本研究のよう

に，対象徴生物の染色体上に存在している標的遺伝子を利用

し，精度の高い絶対定量を目指す場合は，標準試料としてプ

ラスミドを用いることは避けるべきであろう(三好ら， 2011; 

津田ら， 2008). 

また，標的配列を組み込んだプラスミドを作製・保存した

り，それを利用して qPCRを行うためには，遺伝子組換え実

験が実施できるような施設・設備を用意しなければならな

い.しかし，種子検査を実施する現場でそのような環境を確

保することは，困難な場合が多いという問題もある(三好ら，

2011) . 

以上のことを踏まえて，本研究では「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」という手順(津田ら，

2008)にしたがって検量線を作成することにした.すなわち，

木菌を蒸留水に懸濁して段階希釈系列を調製した後，それを

ダイズ種子に添加することによって「既知の密度で本菌を含

むダイズ種子の系列」を作製し，それを「標準試料」とした.

そして，分析用試料に対して実際に適用するのと同ーのプロ

トコールのもとで，その標準試料から DNAを抽出して qPCR

を行い，検量線を作成した(第3図)• 

この検量線では， 6 X 108 ~ 6 x 102Cfu /種子 19の範囲

において，きわめて強い直線性と適正な PCR効率を得るこ

とがで、きた(第3図).したがって ここで構築した実験系

と標準試料とを用いれば，少なくともこの細菌密度の範囲に

おいて精度の高い定量実験が実施できることになる.また，

3反復のすべてにおいて常にシグナルが得られるわけで、はな

いものの， 6 x 101cfu/種子 19の密度においても増幅が認

められた(第3図にOで示した). したがって，本菌の有無

さえ判定できれば良いという定性的な検査の場合は，この実

験系の検出下限は6x 101cfu/種子 19近くまでさかのぼる

ことが期待できる.

なお，添加回収試験によって検量線を作成する手法には，

以下のような重要な利点もある(三好ら， 2011;津田ら， 2008)

すなわち，種子からの DNA抽出の効率や，種子中に存在し

ている PCR回害物質が DNA抽出液へと混入する程度は，検

査対象となるダイズの品種や種子の状態ごとに異なる可能性

がある.しかしたとえこれらの条件が品種や種子の状態に

よって異なっていたとしても，添加回収試験を行うことに

よって，これらの影響があらかじめ反映された形の「その検

体専用の検量線」を得ることができる. したがって， この検

量線を用いて定量値を算出した場合は，品種や種子の状態の

違いに由来する影響・誤差を補正するような作業は不要であ

り，精度の高い絶対定量値としてそのまま利用することが可

能となる.すなわち，迅速・簡便に定量実験が実施できるこ

とから，大量の検体を処理しなければならない種子検査の現

場へ導入する上で，本法は適していると言えるであろう.

検体 1kgからの分析用試料の採取方法

qPCR実験系を種子検査の現場で活用するためには， qPCR 

実験に供する「分析用試料」を「検体」の中から採取しなけ

ればならない.そのために本研究では，組換え DNA技術応

用食品の検査方法(厚生労働省， 2001)に準拠しながら，事

前に多数の予備試験を実施してきた.そして，そこから得ら

れた結果と，検査にかけられるコスト・手間・時間等の条件

を勘案しながら，暫定的な採取方法(第 4図)を考案した上

で，その有効性の検証を行った.すなわち，汚染種子と健全

種子とをさまざまな割合で混合し，人為的な「検体」を作製

した後，そこから第4図の手順に従って「分析用試料」を採

取してずCRを行い，混合割合に比例した定量値が安定して

得られるかどうかを調べた.

その結果，混合割合と定量値との聞にきわめて強い直線性

が認められ(第 5図)，本法によって精度の高い結果が得ら

れることが確認できた. しかも， 2回の反復試験の結果がほ

ぼ一致することも明らかとなった.さらに，第 5図に示した

のは 2010年産の種子から得られた試験結果で、あるが，それ

以前に， 2008年と 2009年産の種子を用いて行った予備試験

においても，同様に高い直線性と再現性とが繰り返し確認で

きている(データは省略した)• これらの結果は 1kgの検

体を検査するに際し，第4図の手順に従って分析用試料の採

取を行えば，精度の高い定量値が安定して得られることを示

している.

以上のことから，本研究で確立した分析用試料の採取方法

とqPCR実験系は，特異性・感度・精度・再現性・安定性が

高く，しかも，遺伝子組換え実験や定量値の補正作業が不要

であることから簡便・迅速であり 実用性の高い手法である

と判断した.
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今後の課題

厚生労働省 (2001) が策定した「組換え DNA技術応用食

品の検査方法」には， 1つの圃場由来の収穫物の中から， 1 kg 

の「検体」を採取するための手順が示されている.また，本

研究によって， 1 kgの「検体」の中から実際の「分析用試

料」を採取し， qPCRを行うまでの一連の実験系を確立する

ことができた.したがって，両者を組み合わせれば，検査対

象圃場における本菌の汚染程度が精度良く把握できること

になる.

ただし，ダイズ葉焼病を対象とした保菌検定に対して，厚生

労働省 (2001)が示した「検体」の採取方法が単純に適用でき

るかどうかについては，今後さまざまな条件の圃場で実証試

験を行うことによって改めて確認すべきであろう その場合，

以下に示した「判定基準」に関わる問題についても同時に検証

を行いながら，慎重に判断していきたいと考えている.

本実験系は DNAを標的としているため，定量値には死菌

や VNC菌(培養不能菌)に由来するシグナルも含まれてい

る可能性がある.したがって，検査によって得られた定量値

のすべてが，実際に発病に結びつくかどうかについては検討

の余地がある.今後は，算出された定量値と次作における発

病程度との関係について，さまざまな条件下で検証を繰り返

し，データを蓄積する必要があろう また，発病程度と収

量・品質との関係についても 同様にして検討しなければな

らない.以上のようなデータを蓄積すれば， 1経営上の問題

を生じさせないレベルの定量値の目安」を明らかにすること

もできるのではないだろうか.それをもとに，種子検査にお

ける現実的な「判定基準」を策定した上で， 1分析用試料の

採取方法， qPCR実験系，判定基準」の 3者を統合すること

によって，ダイズ種子の検査体制を確立したい.さらに，薬

剤防除や耕種的防除などを利用して栽培期間中の発病程度

を制御する技術も開発し，それと種子検査とを組み合わせる

ことによって，本病の総合的な防除体系を構築したいと考え

ている.

摘要

τaqManフ。ロープ法に基づくリアルタイム定量PCR(qPCR)

を利用して，ダイズ種子中のダイズ葉焼病菌 (Xanthomonas

axonopodis pv. glycines)を絶対定量する実験系を確立した.プ

ライマー・プローブはゆoD遺伝子を標的として設計したそ

の特異性について検討したところ，供試した 61株の本菌か

らは増幅が認められたが，Xanthomonas属の近縁細菌や，ダ

イズ由来の対照菌株・常在細菌からは全く増幅しなかった.

絶対定量を行うために必要な検量線は，本菌の懸濁液の 10

倍希釈系列を用い，ダイズ種子 1g vこ対して添加回収試験

(津田ら，植物防疫 62:611-617，2008)を行うことによって

作成した.その結果， 6X108~6X102cfu/種子 19 の範

囲で強い直線性と適正な PCR効率が得られることから，少

なくともこの範囲において精度の高い定量実験が可能であ

る.また，本法を用いて定性的な検査を行う場合の検出下限

は，約 6X 101cfu /種子 19近くまでさかのぼる可能性が認

められた さらに， 1 kgの「検体」の保菌程度を把握するた

めには，以下の 1) ~ 4) に示した手順に従って，検体の中

から qPCR実験に供する「分析用試料」を採取すれば良いこ

とが確認できた.すなわち， 1) 1 kgのダイズ種子(=検体)

を粉砕して十分に混和する， 2) 11 kgの粉砕種子から 19(=

分析用試料)を採取する」という操作を 10回繰り返す， 3) 

採取した 19の粉砕種子ごとに DNAを抽出した後， qPCRを

3反復行って定量値を求める， 4)得られた 30個の定量値を

平均し，その値をもとに「検体」の保菌程度を判定する.
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