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Pseudomonas syringae pV. actinidiaeの新規MLSAグループ (Psa5系統)によって

Actinidia chinensisに発生したかいよう病

津田宏之 1*・三好孝典 2・井手洋一 3

ABSTRACT 

SAWADA， H.1*， MIYOSHI， T.2 and IDE， y'3 (2014). Novel MLSA group (Psa5) ofPseudomonas syri培aepv. actinidiae causing bacterial 
canker of kiwifruit (Actinidia chinensis) in ]apan. ]pn.]. Phytopathol. 80: 171-184. 

Since 2010， angular brown spots with yellow halos have been observed on leaves of yellow-fleshed kiwifruit (Actinidia chinensis cv. 
Hort16A) in Saga Prefecture， Japan. In those orchards， severely affected leaders died without buds sprouting or developing new 
shoots. When new shoots did develop， they wilted and died. On affected branches and shoots， cracks often formed， exuding bacterial 

ooze or red-rusty brown droplets. The causal bacterium， demonstrated by inoculation and reisolation to be pathogenic onA. chinensis， 
was a gram-negative， aerobic rod with one to two polar flagella， and formed opaque， pale yellowish-colored circular colonies. On the 

basis of biochemical and physiological characterization， PCR analysis of the 16S-23S rDNA internal transcribed spacerαTS) region， 
and a multilocus sequence analysis (MLSA) using the concatenated sequences of seven essential genes (acnB， cお，gapA，gyrB，ゑ(k，pgi

and rpoD)， we identified the pathogen asPseudomonas syringae pv. actinidiae. Also， based on the symptoms， the disease inA. chinensis 
should be called “bacterial ca出.erof kiwifruit". In addition， the results of the MLSA， additional PCR tests on pathogenic genes (argK-
ω'x cluster， cjl， and various e妊ectorgenes)， and biochemical and physiological characterization clearly showed that this pathogen 
differed from all four previously known MLSA groups (Psa1-Psa4) in P. syringae pv. actinidiae， so we named the pathogen“Psa5" and 

propose that it be treated as an independent MLSA group. We also analyzed 50 strains of bacterial canker pathogens isolated from 

green-fleshed kiwifruit (A. deliciosa) or tara vine (，4. arguta) from 1984 to 2001 in ]apan and showed that they belonged to Psa1 
(=phaseolotoxin-producer); thus， the bacterial canker inA. deliciosa andA. arguta in]apan has been caused by the Psa1 group. This is 
the first report of strains of a new MLSA group (Psa5) causing bacterial canker in A. chinensis. 

(Received September 20， 2013; Accepted December 13， 2013) 
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緒亘

佐賀県北部地域で栽培されているキウイフルーツ

CActinidia chinensis)において， 2010年以降，ハローを伴う

斑点症状が葉に発生して問題となっている. この症状が発

生している園地では，新梢の黄化・萎凋などの異常も認め

られることから，本症状は「キウイフルーツかいよう病」

(Serizawa et al.， 1989;牛山， 1993) であることが疑われた.

しかし，わが国では今のところ，本病は‘へイワード'を

はじめとする A.deliciosaでのみ記載されており ，A. chine附 is

での発生記録は病名目録には記載されていない(日本植物

病理学会・農業生物資源研究所， 2009). 

1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， 2-1-2 Kannondai， Ts叫ruba，
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3佐賀県農業技術防除センター(干 840-2205佐賀県佐賀市川副町南里 1088) Saga Prefectural Agriculture Support Center， 1088 Nanri， 

Kawasoe， Saga 840-2205， Japan 
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本研究で明らかになった DNA塩基配列は， DDBJAMBL/GenBank DNAデータベースにAccessionNo. AB842185-AB842268として

登録した.
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ところで，キウイフルーツかいよう病は， 2013年 9月時

点でわが国以外に少なくとも 11か国で発生が報告されてい

る (Cameronand Sarojini， 2014; EPPO， 2012; Marcelletti et al.， 

2011; Scortichini et al.， 2012). その病原細菌は Takikawaet 

al. (1989)によってPseudomonassyringae pv. actinidiaeとし

て記載されている.また，これまでにわが国で分離されたR

syringae pv. actinidiae は，いずれも非特異的毒素であるファ

ゼオロトキシンの産生遺伝子群 (argK-toxクラスター)を染

色体上に保持していることが確認されてきた (Genkaet al.， 

2006; Sawada et al.， 1997， 1999， 2002;三好ら， 2012;百muraet

al.， 2002). さらに，P. syringae pv. actinidiaeのゲノムは可塑

性に富んでおり (Sawadaet al.， 2002)， argK-toxクラスター

などの毒素産生遺伝子群を水平移動によって獲得してきた

こと (Genkaet al.， 2006; Han et al.， 2003; Sawada et al.， 1997， 

1999， 2002)，エフェクター遺伝子の構成パターンやプラス

ミド・プロファージ・可動性遺伝因子などの保有パターン

をダイナミックに変化させてきたことが (Butleret al.， 2013; 

Chapman et al.， 2012; Marcelletti et al.， 2011; McCann et al.， 

2013)，さまざまな視点に基づくゲノム比較によって明らか

となってきた.

このような可塑性に富んだ本菌に対し，必須遺伝子やエ

フェクター遺伝子に基づいた MLSA(MultiLocus Sequence 

Analysis)解析が行われた結果，本菌は4つの MLSAグルー

プ (Psa1，2， 3および4系統)に類別できることが明らか

にされている (Chapmanet al.， 2012). さらに，最近になっ

てButleret al. (2013) は， Chapman et al. (2012) とは異な

る遺伝子セットを用いて MLSA解析を行い， Psa4系統に相

当する菌群がさらに2つの系統 (PsDとPsHa)へと細分で

きることを指摘している.なお， この類別の過程で，わが

国に分布している argK-toxクラスターの保有菌は， iPsa1系

統」と命名されている (Chapmanet al.， 2012). 

以上のようなP.syringae pv. actinidiaeをめぐる研究の進展

を踏まえた上で，本研究では，佐賀県でA.chinensis ~こ発生

した症状の原因を究明することを目指した.そのために，

今までに確認されてきた系統 CPsa1，2， 3， 4 (PsD) ， 4 (PsHa) J 
との比較を行いながら，病原学的な検討を慎重に行った.

その結果，本症状の病原細菌は，既知のいずれの系統とも

異なる ip.syringae pv. actinidiaeの新規な系統」であること

が明らかとなったので，その詳細を報告する.

ところで， MLSA解析によって類別された各系統に対し

て，研究者によってさまざまな命名がなされている (Butler

et al.， 2013; Chapman et al.， 2012; Marcelletti et al.， 2011; 

Vanneste et al.， 2010など).本研究では混乱を避けるために，

Chapman et al. (2012) が示した合理的な命名体系に従い，

各系統を iPsa1，2， 3， 4J と表記した.ただし， Psa4系統

については， Butler et al. (2013) によってさらに細分され

ていることから，その表記も併用して iPsa4(PsD) Jおよ

び iPsa4(PsHa) Jと記述することにしたい.

また，キウイフルーツの学名は，当初はA.chinensisとし

て統ーされていた. しかし，果実表面が粗毛に覆われ，果

肉が緑色の系統(‘へイワード'など)をA.deliciosa，果実

表面が軟かい疎毛で覆われ，果肉が黄色~赤色の系統

(百ort16A'など)をA.chinensisとすることが提案され(Liang

and Ferguson， 1986)，現在ではこの学名表記が広く定着して

いることから，本論文でもそれに従って表記を行った.

材料および方法

病原細菌の分離と保存佐賀県北部地域の 2つの発病園

において，斑点症状の認められる A.chinensisの葉を無作為

に採取し，擢病葉ごとに lつの病斑を切り出して分離に供

した.既報の手順(三好ら， 2012) に従って画線分離と純

化を行い， 1病斑から 1菌株を得た.さらに，これらの分離

菌を次項の手順に従ってA.chinensisに接種し，病原性が確

認できた 10菌株を「佐賀分離菌」として以後の試験に供し

た (Table1). 

佐賀分離菌との比較のために，農業生物資源ジーンパン

クに保存されている A.deliciosaあるいはA.arguta (サルナ

シ)由来のP.syringae pv. actinidiae (以後， これらをまとめ

て「日本産かいよう病菌」と表記する)50菌株を供試した

(Table 2). これらの菌株の由来は 7県(大分，愛媛，香川，

和歌山，静岡，神奈川，新潟)にまたがっており，いずれ

も1984~ 2001年の聞に分離されたものである.さらに，P.

syringae pv. actinidiaeのPsa1，2，3，4(PsD)および4(PsHa) 

系統のそれぞれに属する代表菌株 (Chapmanet al.， 2012; 

Butler et al.， 2013; Han et al.， 2003; Takikawa et al.， 1989; 

Vanneste et al.， 2010) を，合計6菌株供試した (Table3). 

これらの供試菌株は，特に記載のない限り標準寒天培地

(Standard Methods Agar) (日水製薬)を用いて 270Cで培養し

た.菌株の保存は凍結保存法(西山， 1977)によって行った.

接種試験各菌株の病原性は，A. chinensis ‘Hort16A' の

葉と校へ接種することによって確認した.そのために， 24 

時間培養した被検菌を用いて約 108cfu/mlの菌液を調整し，

Tween20を0.01%添加したものを接種源とした.ポット植

えの 2年生苗木から発芽後 10日以内の幼葉を選び， 25本

の虫ピンで作製した針束を 1葉当たり 1か所に穿刺した上

で，菌液を噴霧することによって付傷接種を行った.そして，

植物にビニール袋を被せて湿室状態に 1日間保った後，

200Cの温室へ移して 2週間にわたって経過を観察した.な



Table 1. Strains of pathogen causing bacterial canker of yellow-fleshed kiwifruit (Actinidia chinensis) isolated in Saga Prefecture， Japan in 2012 
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a) Accession numbers in NlAS Genebank， Japan 

b) Identification based on various phenotypes and PCR results (this table) and MLSA analysis (Fig. 3). The nomenclature of Chapman et al. (2012) is used 

c) Fluorescent pigment production was determined on King's medium B 

d) Results of LOPAT determinative tests (Lelliott et al.， 1966) 

e) Seven-digit numerical profile obtained using API 20 NE (bioMerieux) 

f) + positive， -negative for region 

g) Primers PsaF1/PsaR2， designed by Rees-George et al. (2010)， were used to ascertain whether test strain belonged to Pseudo削 ollassyringae pv. actinidiae 

h) Primers POF/P6R， designed by Gallelli et al. (2014)， were used to ascertain whether test strain belonged to Psa3; however， the primer set proved to be nonspecific for Psa3， but did anneal to Psa2， 3 and 5 (also see Table 3) 

i) Four primer sets， described previously (Miyoshi et al.， 2012)， we問 usedto test for presence of argK-tox cluster 
j) Primers CFLF/CFLR， designed by Bereswill et al. (1994)， were used to test for cfl gene 

k) Three primer sets， desigr】edby Ferrante and Scortichini (2010) and Ferrante et al. (2009)， were used to test whether test strain possessed the respective effector genes 

1) Deposited by the authors and used in MLSA analysis (Fig. 3) 
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Table 2. Strains of pathogen causing bacterial canker of green-fleshed kiwifruit (Actinidia deliciosa) or tara vine (Actinidia arguta) isolated in 7 prefectures in Japan during 1984ー2001

DDBj accession no.o PCR result for η Phenotype 
MLSA 
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302967， 302968， 302969， 302970， 

302971， 302972， 613001， 613002， 

613003， 613004， 613005， 613006， 

613007，613008，613009，613010， 

613011，613012，613013，613014， 
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613021， 613022， 613023， 613024 
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Table 3. Reference strains used in this study 

Phenotype PCR resu1t for:o 

MLSA 
Strainal 

Other 

designational 
Host Location 

b} Fluorescent _ _ _ _ _ ~ ， API 
group" • .""'"""":'" LOPA刊 ITSω hrp伊 argK'lORF30 amtA" ptxP グ hoPA1"I!otAFl旬。vrDlk}

pigment" -".... 20 NE" 

Kwll円 ICMP 9617 Actinidia de!iciosa ]apan Psal 

ICMP 19072 KACC 10584 A 抽出四時間

ICMP 18708 T10.04758 A. chinensis 

ICMP 18744 CRA-FRU 11.41 A. deliciosa 

ICMP 18804 T10-05188 A. chinensis 

ICMP 18807 T10-5804 A. deliciosa 

Korea Psa2 

New Zea1and Psa3 

lta1y Psa3 

New Zea1and Psa4 (PsD) + 
New Zea1and Psa4 (PsHa) W" 

Ia 0047451 + 

Ia 0047441 + 
ー・・合....... 

Ia 日047451 + 
Ia 0047451 + 

Ia 0447451 + 
Ia 0447451 + 

+ + + + + 

+ + + + 
ー._._--..----------・ ・a・・・ a・

+ + + 

+ + + 
・一・・..-_"・ ・a‘・・‘・・・‘・・・・・ー・・・・----_---------------_.

+ + 
+ + 

a) ICMP: International Collection of Mircoorganisms from Plants， New Z白 1and;KACC: Korean Agricu1tuxa1 Cu1tuxe Collection， Korea 

PT: pathotype strain of Pseudomollas syrillgae pv. actillidiae 

b) Data are from Chapman et al. (2012) and Butler et al. (2013) 

c-k) See Tab1e 1 

I) Weak fluorescence was observed after 3 days incubation on King's medium B 

お，一部の菌株については，上記と同様にして調整した菌

液を用いて，無傷の苗に対する噴霧接種も行った.

枝に対する接種は以下のようにして行った.すなわち，

ポット植えの 2年生苗木を用い 地際から 15cm付近の前

年枝の部分で切り返した後，その切断面に約 108cfu/mlの菌

液を染み込ませた脱脂綿を置床した上てう乾燥防止のため

に切断部全体をアルミホイルで 2日間被覆した.アルミホ

イルと脱脂綿を除去した後，これらの百木を 200Cの温室で

3か月間育成し，接種部における枯れ込みの状況を経過観察

した. なお，P. syringae pv. actinidiae Kwll (Table 3)と蒸留

水を用いて同様の処理を行ったものを，それぞれ陽性対照

と陰性対照とした

表現形質の調査 菌体の形態については，被検菌を TY液

体培地(トリプトン 5g!l， 酵母エキス 3g!l， CaCI2・2H200，87 g/ 

1， pH 6.8)を用いて 270Cで3日間静置培養した後，ネガティ

ブ染色して透過型電子顕微鏡で観察した 集落形態につい

ては，被検菌を標準寒天培地に画線し， 270Cで培養しなが

ら経時的に観察を行った.基本的な生理 ・生化学的性質は，

Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria 

第 3版 (Schaadet al.， 2001)の手法に従って検査を行った

また， API20NE (シスメックス ・ピオメリュ ー)を用いて

21項目の生理 ・生化学的性質を検査し培養3日目 の判定

をもとにプロファイル番号を算出した上で，簡易同定

96-API (西山ら，2004)を用いて検索を行った.

PCR検定 被検菌がP.syriη~gae pv. actinidiaeであるかどう

かを確認するために， Rees-George et al. (2010)が ITS(16S 

rDNAと23SrDNAとを隔てるスペーサー領域)を標的とし

て設計した ['P. syringae pv. actinidiae同定用プライマーセッ

ト(PsaF1/PsaR2)Jを利用し，コロニーダイレクト PCRを行っ

たま た，被検菌が Psa3系統に属するかどうかについては，

Gallelli et al. (2014)がhゆW を標的として設計した ['Psa3

系統の判別用 プライマーセ ット (POF/P6R)Jを用いて確認

を試みた

被検菌における病原因子の保有パターンについて検討す

るために，以下の PCR検定を行った まず，ファゼオロト

シキン産生に関わる argK-toxクラスターの保有状況につい

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

の中から amtA，ptx， ORF3およびargKを標的として選び，

コロニーダイレクト PCRによって検出を試みた. ORF3と

argK については Sawadaet al. (2002)のプライマーセット (そ

れぞれ， orf3-F/orf3-RとOCTF-03/0CTR)，ptxは Prosenet 

al. (1993)のプラ イ7 ーセ ット (HM6/HM13)，am凶 は三

好ら (2012)のプライマーセット (amtAF2/amtAR)を用い

た. コロナチン産生に関わる 併 については， Bereswill et 

al. (1994)のプライマーセット (CFLF/CFLR)を用いて検

出を試みた また，エフェクター遺伝子の l種である hopAl

とavrDlの保有状況を調べるために， Ferrante and Scortichini 

(2010)が報告したプライマーセット (それぞれ，hopA1-F/ 

hopA1-RとavrD1-F/avrD1-R)を用いて PCRを行った.同

じくエフェクター遺伝子である hopAFlについては， Fe汀 ante

et α1. (2009)のプラ イマーセット (hopAF1-F /hopAF1-R)を

利用した.以上の PCR検定では， Table 3に示した代表菌株

を対照として用いた.

MLSA解析 佐賀分離菌 10菌株 (Table1)と2菌株の

日本産かし、ょう病菌 (MAFF613017および MAFF613018; 

Table 2)を対象として， 7つの必須遺伝子 (αcnB，Cお，gaPA， 

gyrB，虫魚，pgiおよびrpoD)の部分塩基配列を両鎖解析によっ

て決定した すなわち， Sarkar and Guttman (2004)の用い

た増幅用のプライマーセットを用い， コロニーダイレクト

PCRによってそれぞれのコーディング領域の一部を増幅し

た.得られた増幅産物の配列は，同じく Sarkarand Guttman 

(2004)の報告したシークエンス用プライマーを用い，ダイ
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そこから菌泥や赤褐色の樹液の漏出が認められる場合も

あった (Fig.1G， H). ただし，校幹や新梢における病変の

発生頻度や被害程度は，既知症状の場合よりもやや軽微で

あった.また，本症状によって樹が枯死にまで至ったとい

う事例は， 2013年 9月の時点では確認されていない.

病原細菌の分離と病原性の確認

2012年 7月，佐賀県北部地域の 2つの発病固において，

斑点症状の認められる A.chine附 is ‘Hort16A' の葉を無作

為に採取して分離に供した.擢病葉ごとに 1菌株を分離し

た上で接種を行い，病原性が確認できた 10菌株を「佐賀分

離菌」とした (Table1). 

これらをA.chinensisの葉に付傷接種すると，原病徴が再

現された.すなわち，付傷部の周囲が初め水浸状を呈し，

次第にそれが拡大して黄褐色~褐色~黒褐色の壊死斑が形

成されるとともに，その周囲にはハローが誘導された.また，

付傷接種と同様な症状が，無傷接種でも確認することがで

き7こ.

校へ接種すると， 1週間後には接種した枝の切り口から菌

泥の溢出が認められた. 3か月後の調査では，接種した枝の

切り口に癒傷組織の形成は認められず，切り口から基部へ

向かつて枯れ込みが進行していた.また，いずれの接種区

においても，芽の枯死や発芽障害が認められた.

形成された病斑から再分離を試みたところ，接種菌と集

落形状が類似した細菌がほぼ純粋に分離できた そこで，

再分離された細菌と元の接種菌とを対象として， ITSを標

的とした iP.syザ切'gaepv. actinidiae同定用プライマーセット

(PsaF1/PsaR2) Jを用いてコロニーダイレクト PCRを行った.

その結果，再分離菌と元の接種菌のいずれからも，P. syrin-

gae pv. actinidiaeに特異的なシグナルが同様に認められた(結

果は示していない).以上のようにコッホの原則が満たされ

たことから，佐賀分離菌 10菌株はいずれも本症状の病原で

あると判断した.

表現形質の調査

佐賀分離菌はいずれも 1~2 本の極鞭毛を有する梓菌で

あり，菌体 (S4株)の大きさは 2.5:t 0.4μmxO.9:t0.1μm (n 

= 17) であった (Fig.2A). 標準寒天培地を用いた平板培

養では，孤立集落の直径が2日目に 1mm，6~7 日目には

極大(~ 6mm)に達し，以後は集落の大きさにほとんど変

化は認められなかった.孤立集落の形状は，淡黄色，不透明，

円形，全縁~やや波状，丘状，やや平滑でわずかに湿光を

帯びていた (Fig.2B). 菌密度の高い菌叢部分の色調は培養

7日目以降になるとごくわずかずつ薄くなり始め，徐々に透

明度が上がった.以上の集落形態は，対照とした日本産か

いよう病菌，および， Psa1 ~ 4系統の代表菌株と類似して

August，2014 Jpn. J. Phytopathol. 80 (3). 

果

発生状況と病徴

佐賀県では 2005年からA.chinensis ‘Hort16A' 

開始され，現在では佐賀県北部~北西部地域を中心として

栽培園が約 260か所存在する. 2010年に託部地域の一部園

地において，葉の斑点や新梢の黄化・萎凋などの異常症状

が認められた.当初は異常が認められたのは数園地であっ

たが，現在は 12~ 13園地において同様な症状が発生して

いる. 2012年から 2013年にかけてこれらの園地で調査を

行ったところ，わが国で従来から A.deliciosaの病害として

記載されていた「キウイフルーツかいよう病」の諸症状

(Serizawa et al.， 1989;牛山， 1993) (以下，既知症状と表記

する)が，調査対象園のA.chinensisにおいても一通り認め

られることが明らかとなった.

葉には斑点症状が高い頻度で発生していた.達観評価に

基づく調査では，発病葉率が 20~ 30%程度の園地から，

50%近くにまで達している激発園も認められた.葉の病斑

の中央には，淡褐色~黒褐色で径 1~2mm程度の壊死斑

があり，多くの場合，その周囲に黄色いハローが形成され

ていた (Fig.1A ~ C). ただし，ハローの大きさは既知症状

よりやや小さく，ハロ一部分を含む病斑直径は 2~5mm

程度のものが多かった.また ハローと健全部分との境界

は不明瞭であった.

枝幹や新梢にも，既知症状と同様な病変が認められた.

すなわち，結果母校の枯れ込みや発芽障害 (Fig.ID)，新梢

の黄化 (Fig.IE)や萎調・枯死 (Fig.1F)が発生していた.

また，新梢，結果母校や枝幹にかいよう症状や亀裂が生じ，

レグトシークエンスによって決定した.

比較のために， Chapman et al. (2012)がMLSA解析を行っ

た際に使用したP.syringae pv. actinidiaeの配列データ (7遺

伝子 x400TU (Operational Taxonomic Unit) Jを， GenBank 

より取得した.そして，それぞれの遺伝子ごとに，本研究

で決定した配列 (120TU)をChapmanet al. (2012)の配列

データ (400TU) へ加えた上で， MEGA 5.22 (Tamura et 

al.， 2011)に読み込み， MUSCLEでアラインメントを行った.

各アラインメントを確認・調整した後，これら 7遺伝子の

データをすべて連結し，ギャップや不明確な塩基の含まれ

る座位を解析対象から除外した上で，以後の分子系統解析

を行った.

解析手法としては最尤法 (ML法)，近隣結合法 (NJ法)

および最大節約法 (MP法)を用い，いずれも MEGA5.22 

を利用して解析を行った.各手法における解析の進め方は，

津田・畔上 (2014)に示したとおりである.

の栽培が

結

h
d後
話
番
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Fig. 1. Symptoms of bacterial canker on Actinidia chinensis (yellow-fleshed kiwifruit) caused by Psa5 (=novel MLSA group) of 
Pseudomonas syringae pv. actinidiae. 
A-C. Small， dark brown spots surrounded by yellow halos on upper leaf surface 
D. Severely aftected leaders die without buds sprouting. 
E， E Infected shoots become etiolated (E)， wilted and blighted (F). 
G. Cracks on affected shoot. 
H. Canker with red exudates on leader. 
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Fig. 2. Morphology of pathogen causing bacterial canker on Actinidia chinensis and belonging to novel MLSA group (Psa5) of P. syringae pv. 

actinidiae. 

A. Electron micrograph of strain S4 (Table 1) showing rod-shaped cell and one polar f1agellum. 

B. Colony color and morphology of strain S5 (Table 1) on standard methods ag紅 mediumincubated at 270C for 3 days. 

し、Tこ.

Laboratory Guide (Schaad et al.， 2001)の手法を用いて表

現形質を検査したところ，佐賀分離菌はいずれもグラム陰

性，好気性であり， KingB培地において水溶性の黄緑色蛍

光色素を旺盛に産生した.また， レパン産生とタバコ過敏

感反応は陽性，オキシダーゼ，アルギニンジヒドロラーゼ，

ジャガイモ塊茎腐敗は陰性となることから， LOPAT による

類別 (Lelliottet al.， 1966)において Ia群に属することが明

らかとなった (Table1). 

対照菌株のうち， Psa4 (PsD)系統の代表菌株は蛍光色素

を旺盛に産生したが，Psa4 (PsHa)系統の色素産生能は弱

いことが認められた (Table3). 一方， 日本産かいよう病菌

50菌株 (Table2)や Psa1. 2. 3系統の代表菌株 (Table3) 

からは，蛍光色素の産生は認められなかった.なお，

LOPAT試験では， これらの対照菌株はいずれも Ia群に類別

された (Table2， 3). 

API20NEを用いて 21項 目の表現形質を検査したところ，

佐賀分離菌 10菌株の聞に差異は認められず，斉一な結果が

得られた.いずれの菌株もエスクリンの分解， グルコース，

L アラビノース， D-<"ンノース，グルコン酸カリウム n-

カプリン酸， dl-リンゴ酸およびクエン酸ナ トリウムの利用

は陽性であったが， 硝酸塩の還元，インドールの産生， グ

ルコ ースの発酵，アルギニンジヒドロラーゼ， ウレアーゼ，

ゼラチンの分解，s-ガラクトシダーゼ D-<"ンニトール，

N-アセチル ーD-グルコサミン，マルトース，アジピン酸お

よび酢酸フェニルの利用，オキシダーゼは陰性となり ，プ

ロファ イル番号は 0443451となった (Table1). 得られたプ

ロファ イル番号をもとに簡易同定 96-APIで検索を行ったと

ころ， IP. syringaeJ が同定候補として提示された.

一方，日本産かいよう病菌 (Table2)，および， Psa1系統

とPsa3系統の代表菌株 (Table3) は，エスクリンの分解が

陰性， D-マンニ トールの利用が陽性となる点で佐賀分離菌

と異なっており， プロファイル番号は 0047451となった

Psa2系統はエスクリンの分解と n-カプリン酸の利用が陰性，

D-<"ンニトールの利用が陽性となり ，プロファイル番号は

0047441であった. Psa4系統は D-<"ンニトールの利用が陽

性であり，プロファイル番号は 0447451となった.なお，

Psa3系統以外の供試菌株(佐賀分離菌を含む)では，培養

後 5 ~ 6 日経過するとゼラチンの分解において遅れて反応

が認められたが， ここでは陰性として取り扱うことにした.

PCR検定

ITSを標的とした IP. syringae pv. actinidiae同定用プライ

マーセッ ト (PsaF1/PsaR2)Jを用いてコロニーダ、イレク ト

PCRを行ったところ，すべての佐賀分離菌から P.syringae 

pv. actinidiae特異的なシグナル (280bp)が得られた (Table

1のITSの欄)• また，対照とした日本産かいよう病菌 50

菌株 (Table2のITSの欄)，および， Psa1 ~ 4系統の代表

菌株 (Table3の ITSの欄)からも，同様な増幅産物が認め

られた. シグナルの強度やサイズに関して，菌株聞に差異

は認められなかった.

hrpWを標的と した IPsa3系統の判別用プライマーセット

(POF/P6R) Jを用いて PCR検定を行ったところ，Psa3系統
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だけでなく ，Psa2系統と佐賀分離菌からも243bpの増幅産

物が得られた CTable1， 3のhrPWの欄) 一方， 日本産かい

よう病菌や Psa1，4系統の代表菌株からは，増幅は認めら

れなかった CTable2， 3のhrpWの欄)目

ファゼオロト シキン産生に関わる argl子toxクラスタ ーの

保有状況を確認するために，amtA， ptx， ORF3およ びαrgKを

標的として PCR検定を行った.その結果，いずれの佐賀分

隊菌からも該当する増幅産物はまっ たく認め られなかった

CTable 1のargK~ ptxの欄).同様に，Psa2， 3， 4系統の代表

菌株からも 増幅産物は得られなかった CTable3 の argK ~

ptxの欄)ー一方， Psa1系統の代表菌株 CTable3 の argK ~

ptxの欄)からは， いずれの遺伝子に関 して も特異的な増幅

が認められた. 日本産かいよう病菌 50菌株に関しては，この

うちの 48菌株からは特異的な増幅産物が得られた CTable2 

のα塚1<:~ ptxの欄) しかし， MAFF 613017とMAFF613018 

からは，該当する増幅産物がまった く認められなかった.

コロナチ ン産生に関わる 併 については， Psa2系統の代表

菌株 CTable3の引 の欄)から特異的な増幅が認められた.

しかし，それ以外の供試菌株からは全 く増幅産物が得られ

なかった CTable1， 2， 3の併 の欄)

本研究において検査対象 とした 3つのエ フェクター遺伝

子 ChopAl，hopAFl， avrD1)のうち， 佐賀分離菌からはし、

ずれのシグナルも 明瞭に認めるこ とができた CTable1の

hopAl ~ avrDlの欄).一方， 日本産かいよ う病菌や Psa1

I-PsaZ I祖Iy(2008) 

トPsa8 Ilaly (2凹 8)

CRA.FRU 10.22 Ilaly (2008) 

CRA.FRU 8.76 ltaly (2009) 

CRA.FRU 11.40 I祖Iy(2010) 

CRA-FRU 11.41 Ilaly (2010) 

CRA-FRU刊 42Ilaly (2010) 

CRA-FRU 11.43 Ilaly (2010) 

1.27.4.10.D1 Ilaly (2010) 

86 I ~~: ~ ~~: ~~aly !!01，O) 
T10倒 758New Zealand (2010) Psa 3 

100 

0.002 

T10一白782New Zealand (2010) 

T10_05815 New Zealand (2010) 

T10_05454 New Zealand (2010) 

T10_06115 New Zealand (2010) 

T11_0918 NewZ.aland(2011) 

Psa1A Chile (2010) 

Psa1B Chile (2010) 

286532 Chil. (2010) 

2871B5 Chile (2010) 

287A63 Chil. (2010) 

51-.厄函百(2012

53 Ja凹 n(2012) 

剖 J.凹 n(2012) 

55 J・P・n(2012) 
56 J.凹 n(2012) 

57 Japan (2012) 

58 Japan (2012) 

59 Japan (2012) 

510 Japan (2012) 

511 Japan (2012) -
T10倒 976New Zealand (2010) 

T10_05163 New Z.aland (2010) 

T10_05188 New Z.aland (2010) 

T10 05195 New Z・aland(2010) 

T10_05196 New Z.aland (2010) 

T11_01581 Auslralia (1990) 

T11_01369A Auslralia (2011) 

T11_01395A Auslralia (2011) 

28830 Auslralia (2011) 

Psa 1 

Psa 2 

Psa 5 

= novel 
ML5A 
group 

Psa 4 

Fig. 3. Maximum likelihood (ML) tr巴巴 basedon concatenated sequences of genes acnB， cお，gapA， gyrB， p.ル，pgi and rpoD showing the 

relationships among strains of the bacterial cank巴rpathogen isolated in Saga Prefecture， Japan (indicat巴dby “Psa5" ) and the four 

known MLSA groups (Psa1， 2， 3 and 4) of P. syringae pv. actinidiae. The data sets used here are the same as those used by Chapman 

et al. (2012)， which were obtained from GenBank， except for 84 sequences determined in the present study (Tables 1 and 2). Filled 

circles indicate that the corresponding nodes were also recovered in the neighbor-joining and maximum parsimony trees. Numbers 

at nodes are bootstrap values (>70%) based on ML analysis of 1000 resampled data sets. Bar， 0.002 substitutions per nucleotide 

position.大 ，The argl乙toxcluster was not detected in PCR using these two strains (MAFF 613017， 613018) (see Table 2). 
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系統の代表菌株からは，avrDl由来の増幅のみが認められ

た (Table2， 3のhopAl~ avrDlの欄). また， Psa2系統か

らは hopAFlとavrDl，Psa3系統からは hopAlとavrDl，

Psa4系統からはhopAlとhopAFl由来の増幅が認められた

(Table 3のhopAl~ avrDlの欄). 

MLSA解析

本研究で決定した acnB，cお，gaPA， gyrB， Pfk， pgiおよ

びrpoDの配列データ (12OTU) (Table 1， 2)を，遺伝子ご

とに Chapmanet al. (2012)の配列データ (400TU)に加え

た.そして，アラインメントを行った上で各データセット

の両端を切りそろえたところ，それぞれ 520TUから成る

626 bp， 573 bp， 681 bp， 618 bp， 814 bp， 582 bpおよび532bp

のサイズの配列データセットを得ることができた.さらに，

これら 7遺伝子の配列データをすべて連結し，得られたデー

タセット (52OTU， 4426 bp)からギャッフ。や不明確な塩基

の含まれる座位を除去した上で，残った 4000bpを対象と

してモデル選択を行った.その結果， i田村の 3パラメータ

モデル (T92)(Tamura， 1992) Jが最適モデルとして選ばれた.

そこで， T92モデルのもとでML解析を行うとともに，

比較のためにNJおよびMP解析も実施した.その結果，得

られた 3つの系統樹のトポロジーは完全に一致することが

確認できた.また，佐賀分離菌が解析データに入っている

点を除けば，これらの基本的なトポロジーは， Chapman et 

al. (2012)のMLSA解析結果とも一致していた.以上より，

本研究で実施した MLSA解析は信頼性の高いことが確認で

きたので， ここでは MLSA解析の結果として最尤系統樹の

みを示すことにした (Fig.3). 

この系統樹において，E syringae pv. actinidiaeにおける既

知の 4つの系統 (MLSAグループ)は，それぞれ明瞭な単

系統群として独立した (Fig.3にPsa1，2， 3， 4として示し

た)• また，argK-toxクラスターが PCR検出できなかった 2

菌株の日本産かいよう病菌 (MAFF613017とMAFF613018; 

Table 2)は， このうちの Psa1系統で構成されている単系統

群の中に含まれることが確認できた (Fig.3において女で示

した)• 

一方，佐賀分離菌 10菌株は，既知の系統で構成されてい

る4つの単系統群 (Fig.3における Psa1，2， 3， 4)のいず

れにも含まれることなく， 5つ目の単系統群として独立する

ことが明らかとなった (Fig.3において iPsa5J として示し

た).なお，佐賀分離菌 10菌株の聞に変異は認められず， 7 

遺伝子の配列は完全に一致していた.また， この単系統群

(Psa5)には，佐賀分離菌以外の OTUは含まれていなかった.

考察

病原細菌の種・ pathovarレベルの所属

供試した 10菌株の佐賀分離菌 (Table1)は，いずれもコッ

ホの原則を満たすことから本病の病原であることが確認で

きた. また，本病の発生状況や病徴 (Fig.1A ~ H) ，接種

試験の際に認められた発病経過や再現された病徴，分離菌

の集落形状 (Fig.2B)等の結果を考慮すると，本病は，わ

が国でA.deliciosaの病害として既に記載されている「キウ

イフルーツかいよう病J(Serizawa et al.， 1989;牛山， 1993) 

である可能性が示唆された.そこで，キウイフルーツかい

よう病菌 (Eり'ringaepv. actinidiae)を同定する上で重要な

表現型や遺伝型を中心として検査を行い，佐賀分離菌の種

およびpathov紅レベルにおける所属について検討した.

その結果，本菌はグラム陰性，好気性で 1~2 本の極鞭

毛を有する梓菌であり (Fig.2A)，標準寒天培地上でわずか

に湿光を帯びた淡黄色の集落を形成すること (Fig.2B)，

KingB培地において黄緑色蛍光色素を産生すること， LOPAT 

に基づく類別 (Lelliottet al.， 1966) では Ia群に属すること

が明らかとなった (Table1). 以上の結果は，蛍光色素の産

生を除き，比較に用いたEsyringae pv. actinidiaeのPsa1~ 4 

系統の代表菌株 (Table3) (Butler et al.， 2013; Chapman et al.， 

2012; Han et al.， 2003; Takikawa et al.， 1989; Vanneste et al.， 

2010)や日本産かいよう病菌 (Table2) の結果と一致して

いる また， API20NEによる表現形質の検査では，佐賀分

離菌のプロファイル番号は 0443451となり，その結果をも

とに簡易同定 96-APIで検索を行うと iEsyringaeJが同定候

補として提示された.

なお，蛍光色素の産生に関しては Psa4(PsD) の代表菌

株も陽性となり， Psa4 (PsHa) の代表菌株からも弱い産生

能が認められた (Table3). Butler et al. (2013)もPsa4(PsD) 

が蛍光色素を旺盛に産生することを報告していることから，

E syringae pv. actinidiae内には本性状に関して差異が存在し

ていると思われる.

ITSを標的とした iEりringaepv. actinidiae同定用プライ

マーセット (PsaF1/PsaR2)J (Rees-George et al.， 2010)を用

いて PCR検定を行ったところ，すべての佐賀分離菌から R

syringae pv. actinidiae特異的なシグナルが得られた (Table1 

のITSの欄).また， 7つの必須遺伝子 (acnB，c，お，gapA，gyrB，

企ル，pgiおよびrpoD)に基づく M凶A解析においても，佐賀

分離菌はEsyringae pv. actinidiaeの枠組み (Chapmanet al.， 

2012)の中に位置づけられることが明らかとなった (Fig.3

において Psa5として示した). 

本研究で得られた以上の結果をもとに，佐賀分離菌 10菌
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株をPseudomonαssyringae pv. actinidiae Takikawa， Serizawa， 

Ichikawa， Tsuyumu and Goto 1989と同定した. したがって，

本菌によってA.chinensゐに発生した病害 (Fig.1) は，発

生状況や病徴も考慮することにより， fキウイフルーツかい

よう病」と診断することができた.

2013年 9月時点でわが国には，E syringae pv. actinidiaeに

よって引き起こされる病害として「キウイフルーツかいよ

う病」と「マタタピ類かいよう病」の 2つが記載されてい

る(日本植物病理学会・農業生物資源研究所 2009). この

うち前者に関しては，A. deliciosaのみが自然感染宿主とし

て記載されている.また，後者に関しては，A. arguta (サ

ルナシ)における発生事例が記載されている.すなわち，

これまでわが国には，A. chinensisでかいよう病が自然発病

しているという記載は病名目録にはなかった. したがって，

本研究によって，A. chinensisカ1かいよう病菌に自然感染し

ていることが初めて確認できたことになる.

なお，キウイフルーツかいよう病は，わが国以外にも 11

か国において発生が報告されている.そして，このうちの

少なくともイタリア，ニュージーランド，フランス，中国，

韓国，ポルトガル，スペインでは，A. deliciosaとA.chinen-

szsの両方において本病の発生が認められている (Cameron

and Sarojini， 2014; EPPO， 2012; Marcelletti et 叫， 2011;

Scortichini et al.， 2012). したがって，わが国は，A. deliciosa 

とA.chinensisの両方でかいよう病が自然発病している 8番

目のキウイフルーツ生産国となる.

病原細菌の系統 (MLSAグループ)レベルの所属

MLSA解析によってEsyringae pv. actinidiae は大きく 4つ

の系統 (Psa1~ 4)に類別されているが (Butleret al.， 2013; 

Chapman et al.， 2012)，この類別と病原因子の保有パターン

や病原性との聞には相関のあることが認められている

(Chapman et al.， 2012; Marcelletti et al.， 2011; Scortichini et al.， 

2012). すなわち， Psa1とPsa2は，それぞれファゼオロト

キシンとコロナチンの産生遺伝子群を保持していること，

いずれもエフェクター遺伝子の 1種である avrDlは保持し

ているが，hopAlはPCR検出できないことが報告されてい

る一方， Psa3とPsa4からは，ファゼオロトキシンやコロ

ナチンに関連する遺伝子は検出できないこと，エフェクター

遺伝子の保有ノミターンも Psa1やPsa2とは異なることが認

められている.すなわち， Psa3からはhopAlとavrDlが，

Psa4からはhopAlとhopAFlが見出されている.また，

Psa3系統は強病原性であり，各国で猛威をふるっているの

に対し， Psa4系統は葉に斑点を誘導するのみの弱病原性系

統であるとされている (Chapmanet al.， 2012; Scortichini et 

al.， 2012). そのため， Psa3系統は Psa-V(= Virulent)， 

Psa4系統は Psa-LV(= Less Virulent) とも呼称されている

(Scortichini et al.， 2012). 

本研究では，以上のような類別の枠組みの中で，佐賀分

離菌がいずれの系統に位置づけられるのかについて検討を

行った.そのために，各系統の代表菌株 (Table3)や文献

における記載 (Butleret al.， 2013; Chapman et al.， 2012; Han et 

al.， 2003;三好ら， 2012; Sawada et al.， 2002; Takikawa et al.， 

1989; Vanneste et al.， 2010など)と比較しながら， MLSA解析，

病原因子の PCR検定， Psa3系統特異プライマーによる

PCR検定を実施するとともに，表現形質の検査も行い，総

合的に判定することを試みた.

7つの必須遺伝子に基づく MLSA解析において，佐賀分

離菌 10菌株は，ブートストラップ確率 94%で支持された

明瞭な単系統群として独立することが明らかとなった (Fig.

3). この単系統群は既知の系統 (Psa1~ 4)に属する OTU

を含んでおらず，佐賀分離菌のみで構成されていた. この

ことは，佐賀分離菌の遺伝的な背景が，既知の系統の枠組

み (Chapmanet al.， 2012) には入らないことを示している.

次に，佐賀分離菌が保有している病原因子を明らかにす

るために， PCR検定を実施した.その結果，ファゼオロト

シキン産生に関わる argK-toxクラスターに関して，佐賀分

離菌からは該当するシグナルがまったく認められなかった

(Table 1 の argK~ρtx の欄) 同様に， コロナチン産生に関

わる併についても増幅産物は得られなかった (Table1の

祈の欄).また，検査対象とした3つのエフェクター遺伝子

(hopAl， hopAFl， avrDl) に関しては，佐賀分離菌からは

すべてのシグナルが明瞭に認められた(百ble1のhopAl~ 

avrDlの欄).以上のような佐賀分離菌の病原因子保有パター

ンは，既知のいずれの系統の結果 (Table3) (Chapman et 

al.， 2012; Scortichini et al.， 2012) とも異なっている.

API20NEによる表現形質の検査でも，佐賀分離菌 (Table1) 

からは，既知のいずれの系統 (Table3) とも異なる結果(プ

ロファイル番号:0443451)が得られている.また，佐賀分

離菌は蛍光色素を旺盛に産生するが (Table1)，対照菌株の

中で産生が認められたのは Psa4のみであった (Table3).

これまでに得られたさまざまな表現型・遺伝型に関わる

検査結果は，佐賀分離菌が，既知の系統 (Psa1~ 4) のい

ずれとも異なる，新規の系統であることを明確に示してい

る.以上のことから， Chapman et al. (2012)の命名体系に従っ

て，佐賀分離菌を fPsa5J と命名し，独立した系統 (MLSA

グループ)として取り扱うことを提案したい.

なお，hゅWを標的とした fPsa3系統の判別用プライマー

セット (POF/P6R)J (Gallelli et al.， 2014)を用いて PCRを行っ

たところ， Psa3系統 (τ油 le3)だけでなく，佐賀分離菌 (Psa5
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系統) CTable 1)や Psa2系統 (τ油le3) からも同一サイズ

の増幅産物が認められた. したがって，このプライマーセッ

トは， Psa3系統の特異的な判別には利用できないことが明

らかとなった.

日本産かいよう病菌との比較

これまでにわが国で分離されたキウイフルーツやサルナ

シのかいよう病菌からは，ファゼオロトシキン産生に関わ

るargK-toxクラスターが見出されてきた CGenkaet al.， 2006; 

三好ら， 2012; Sawada et al.， 1997， 1999，2002;津田ら， 2005). 

そのため，わが国には， Psa1系統に相当する菌株のみが分

布していると考えられてきた CChapmanetal.，2012;三好ら，

2012; Scortichini et al.， 2012). 本項では， この点について改

めて検証することによって， Psa5系統の由来を探るための

端緒を開くことを試みた.そのために， 7県に由来する日本

産かいよう病菌 50菌株を対象として，病原因子保有パター

ンと表現型の調査を行い， Psa5系統に類似した菌株が見出

せるかどうかについて精査した.

その結果，供試した 50菌株のうちの 48菌株からは，

G句f]K-toxクラスターの構成要素である am凶，ttx， ORF3お

よびargKがPCRによって検出できた (τ油le2の上段).さ

らに， これら 48菌株からは，それ以外の病原因子や表現型

に関しても， Psa1系統の代表菌株 CTable3) CChapman et 

al.， 2012; Scortichini et al.， 2012)と同じ結果が得られた CTable

2の上段).以上のことは，これら 48菌株がいずれも典型的

なPsa1系統であることを示している.

一方，残りの2菌株 CMAFF613017と613018)からは，ファ

ゼオロトシキン産生遺伝子群がまったく PCR検出できなかっ

た CTable2の下段).ただしそれ以外の病原因子や表現型

に関しては， Psa1系統と同じ結果が得られた.さらに， これ

ら2菌株を MLSA解析に供したところ， Psa1系統の単系統

群に含まれることが確認できた CFig.3において女を付して

示した).以上のことから， MAFF 613017と613018は，いず

れも Psa1系統の枠組みに含まれる菌株であると判断した.

われわれはこれまでの研究によって，argK-toxクラスター

は可動性遺伝因子であり ，Pseudomonas属細菌とは異なる

菌群を起源としていること，そこから水平移動によって2

syringae pv. actinidiae CPsa1系統)の「祖先型の染色体」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 CGenkaet al.， 2006; Sawada et al.， 1997， 1999，2002;津田ら，

2005). したがって， MAFF 613017と613018は，argK-tox 

クラスターの侵入を受ける以前の「祖先型」に由来する株，

あるいは，保持していた argK-toxクラスターが後天的に脱

落した「欠損株」のいずれかである可能性が考えられる.

この点については，これら 2菌株を対象として，argK-toxク

ラスターの挿入部位に相同な領域の構造を詳細に調べるこ

とにより，明らかにしていきたいと考えている.

本研究で得られた以上の解析結果，および，今までの

研究の成果 CGenkaet al.， 2006;三好ら， 2012; Sawada et al.， 

1997，1999，2002; Tamura et al.， 2002)を考え合わせると，こ

れまでわが国において， Psa1系統以外のEりringaepv. actin-

idiaeが分離された事例はなかったと判断することができる.

したがって，本研究によって，わが国には Psa1系統以外の

系統 CPsa5) も分布していることが初めて明らかになった

ことになる.

本項と前項における検討の結果， 日本産かいよう病菌を

含む既知の系統の中には， Psa5系統と表現型・遺伝型が一

致するものは存在しないことが明らかとなった CTable1， 2， 

3， Fig. 3).したがって， Psa5系統の元々の起源はどこなのか，

それがどのような経路・メカニズムによって佐賀県に分布

するに至ったのかについて推測することは，現時点では不

可能である.今後は，佐賀県やその周辺地域において詳細

な疫学調査を行うとともに，来歴の異なる多数のEsyringae 

pv. actinidiaeをさらに収集し， より解像度の高い手法を用い

て比較解析を行うことにより，この問題を解明していきた

いと考えている.

今後の課題

E syringae pv. actinidiaeのゲノムは可塑性に富んでおり

CButler et al.， 2013; Chapman et al.， 2012; Marcelletti et al.， 

2011; McCann et al.， 2013; Sawada et al.， 2002) ，前項に記した

ように Psa1に関しては，外部から argK-toxクラスターを水

平移動を通じて獲得したことが明らかになっている CGenka

et al.， 2006; Sawada et al.， 1997， 1999， 2002). Psa3についても

内部で更なる分化が進んでおり，可動性遺伝因子の保有パ

ターンの異なる複数の系統が存在していることが明らかに

なりつつある CButleret al.， 2013; McCann et al.， 2013). この

ようなゲノムの可塑性があるために，本菌は多様な環境に

対して柔軟に適応できるものと考えられている CScortichini

et al.， 2012). また，本菌が潜在感染した穂木，苗木などの

生産資材が国をまたいで流通することによって，キウイフ

ルーツかいよう病が世界各地に拡散してきたことが疑われ

ている CButleret al.， 2013; Cameron and Sarojini， 2014; EPPO， 

2012; Scortichini et al.， 2012). したがって，環境適応能力に

富んだ本菌が，汚染した生産資材の流通に伴って新たな未

発生地域へと伝搬され，異なる気象・栽培条件に曝される

ようなことがあると，その地域の環境により適応した強病

原性の系統が新たに出現する可能性も考えられる.そのよ

うな過程を経ることによって本菌は分化を積み重ね，多様

な環境下で本病が激発するに至ったのではないだろうか.
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以上のような経過が推測されることから (Butleret al.， 2013; 

McCann et al.， 2013)，本病はまさに ipandemic diseaseJ と

してとらえるべきであると考えられている (Scortichiniet 

al.， 2012). 

このような本菌の動態を監視し，迅速に対応できるよう

にするには，系統レベルの所属を簡便に判別するための手

法が必要である.そのような判別手法が確立できれば，本

病を対象とした大規模な疫学調査を行うことが可能となり，

当該地域にどのような系統が分布しているのかを把握した

上で，その系統に適した防除対策が迅速に実施で‘きるであ

ろう.また，生産資材が保菌しているかどうかを検査する

ための，検出技術の開発も重要である.すなわち，穂木や

苗木から本菌を感度よく検出することができれば，汚染し

た資材が本病の未発生地域へと持ち込まれるのを防ぐこと

が可能となり，本菌の分布拡大や，異なる環境下における

新たな系統の出現が阻止できるであろう.

以上のことを目指して， PCRや定量PCR等を利用した判

別・検出技術を開発することが試みられてきた (Gallelliet 

al.， 2011， 2014; Koh and Nou， 2002; Rees-George et al.， 2010な

どにしかし，前述のように，hrpWを標的とした iPsa3系

統の判別用プライマーセット (POF/P6R)J (Gallelli et al.， 

2014) は特異性に問題があり (Table1，3のhrPWの欄)，系

統判別には利用できないことが本研究によって明らかと

なった.また， これ以外の既報告の実験系についても，特

異性が十分ではない，一部の系統のみを対象としている等

の欠点があり，本病を防除するための基盤が構築できてい

るとは言いがたい状況である.そこで，本研究によって蓄

積できた各系統の表現型・遺伝型に関する情報 (Table1， 2， 3) 

も利用した上で， より実用性の高い判別・検出技術を開発

したいと考えている.

なお，わが国以外のキウイフルーツかいよう病の発生国

において， Psa1系統が原因菌として検出されたのは， 1992 

年のイタリアでの発生事例 (Ferranteand Scortichini， 2010) 

のみである. しかも，一旦は検出された Psa1系統がイタリ

アに定着することはなく，その後は Psa3系統に置き換わっ

てしまったと考えられている (Cameronand S紅 ojini，2014; 

Scortichini et al.， 2012). したがって，今でも Psa1系統によっ

て大きな被害を蒙っているのはわが国のみであり，世界的

には， Psa1系統はキウイフルーツを栽培する上での深刻な

阻害要因とは考えられていない状況である. Psa1系統に関

してわが国と諸外国との間で正反対の傾向が認められてい

るのは，気象条件や栽培様式が異なることが原因ではない

かと推測されている (Cameronand Sarojini， 2014; Scortichini 

et al.， 2012). 

Psa5系統に関しては，今のところ擢病樹が枯死するよう

な深刻な事態は確認できていない. しかし，前段に記した

推測が正しいとすると，気象や栽培環境をめぐる条件が変

化すれば，一転して Psa5系統が大きな被害をもたらす可能

性もあるのではないだろうか.また，P.宅yringaepv. actinid-

iaeは環境適応能力がきわめて高いと考えられていることか

ら (Sawadaet al.， 2002; Scortichini et al.， 2012)，今の気象・

栽培条件のもとでPsa5系統自身がより適応を遂げ，強病原

性へと変貌する可能性も否定はできない.以上のような可

能性にも留意しつつ，佐賀県をはじめとするキウイフルー

ツ生産地における発病調査・疫学的研究を今後も継続し，

かいよう病菌の動態を監視していく必要があろう.

摘要

2010年以降，佐賀県北部地域において，キウイフルーツ

(Actinidia chinensis‘Hort16A' )の葉に黄色のハローを伴っ

た斑点症状が発生して問題となっている.その発生園では，

結果母校の枯れ込みや発芽障害，新梢の萎凋・枯死も認め

られた.また，枝幹に形成された亀裂やかいよう症状から，

菌泥や赤褐色の樹液が漏出する現象も観察された;擢病組

織から分離された細菌は，淡黄色で不透明の円形集落を形

成した.分離菌株をA.chinensisに接種すると原病徴が再現

され，そこからは接種菌が再分離できた.本菌はグラム陰性，

好気性で 1~2 本の極鞭毛を有する拝菌であり，その主要

な生理・生化学的性質， ITSを標的としたキウイフルーツ

かいよう病菌の同定用 PCR検定，および， 7つの必須遺伝

子 (acnB，cts， gaPA， gyrB，免(k， pgiおよびrpoD) を用い

た MLSA解析に基づき，Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

と同定できた. したがって，本菌によってA.chinensisに発

生した症状は，発生状況や病徴も考慮することにより， iキ

ウイフルーツかいよう病」と診断することができた.また，

MLSA解析，病原性遺伝子 (argK-toxクラスター，机各種

エフェクター遺伝子)を対象とした PCR検定，各種表現形

質の検査の結果，本菌はP.syringae pv. actinidiaeにおける既

知の 4つの MLSAグループ(Psa1~ 4)のいずれとも異なる，

新規の MLSAグループを構成することが判明した.そのた

め，本菌を iPsa5系統」と命名し，独立した系統として取

り扱うことを提案したい.一方，比較のために，わが国で

1984 ~ 2001年の聞に分離されたキウイフルーツ (A.delici-

osa)やサルナシ (A.arguta)のかいよう病菌 50菌株も検査

に供したところ， これらはいずれも Psa1系統(=ファゼオ

ロトシキン産生系統)に属することが確認できた.以上より，

わが国には，キウイフルーツやサルナシのかいよう病の病

原として， Psa1系統と Psa5系統の 2つの系統が分布してい
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ることカ1明らカミとなっTこ.
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