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１．目的
現在，植物細菌病害の防除は主として化学農薬によって行われるが，自然環境下においてはその
効果は必ずしも高くない．安全性への配慮から，その使用回数等は厳しく制限されているが，近年
は環境への負荷軽減に配慮した持続的農業の確立が必要になっている．このため，薬剤防除法に代
わりうる防除法の開発が求められている．
環境保全，食の安全・安心の考え方が広まる中で，生物機能を利用した病虫害防除資材や農薬の
開発が盛んに行われるようになり，
微生物農薬，
フェロモン剤等が世に送り出されるようになった．
細菌病害防除においても，拮抗菌を利用した防除資材が開発されている．しかし，その防除対象と
なる細菌病は非常に限られているのが現状である．そこで，代表的細菌病の一つであるキャベツ黒
腐病に関して，病原細菌であるXanthomonas campestris pv. campestris，および同細菌を溶菌するバ
クテリオファージ（ファージ）を探索・収集し，防除素材化のための基礎的知見を得る．

２．探索の概要
2006年９月から12月までの４か月間，関東および東海地方各県のキャベツ及びその他のアブラ
ナ科野菜の栽培圃場を回り，病葉及び20～30ｇの土壌を収集した（表１，図１）
．一部は現地から
送付されたサンプルを供試した．また，2006年７月にレタス，８月にネギ，ナスの栽培圃場から採
集した土壌からX. campestris を溶菌するファージの分離を試みた．
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表１．試料の採集日，採集場所
採集日
2006.7.26
8.16
9.13
10.12

場
所
長野県軽井沢町
茨城県大子町，常陸大宮市
群馬県嬬恋村
東京都立川市，国立市，瑞穂町

採集地点ａ
１
４
４
４

10.16
10.18

茨城県つくば市
茨城県八千代町

１
４

10.19

茨城県行方市

３

10.23
11.8
11.15

三重県伊勢市，玉城町
三重県鈴鹿市
静岡県磐田市，掛川市，袋井市

３
２
７

11.23
11.24

茨城県つくば市
静岡県三島市

１
１

11.25

静岡県富士市，富士宮市

２

12.5

岐阜県多治見市

２

採集植物

キャベツ
キャベツ
ブロッコリー
ブロッコリー
キャベツ
ブロッコリー
キャベツ
カリフラワー
ダイコン
キャベツ
キャベツ
キャベツ
メキャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
ブロッコリー
キャベツ
ブロッコリー
キャベツ
メキャベツ
ハクサイ
ブロッコリー
ブロッコリー

ａ

近隣の採集地は１か所とした

図１．アブラナ科植物黒腐病発病試料及び土壌試料の収集地点
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備
考
土壌のみ採集
土壌のみ採集

サンプル送付
サンプル送付

３．収集の具体的方法
１）細菌の分離とそれらの病原性ならびに細菌学的性質
採集した葉の，黄化あるいは褐変した病斑部にある黒変した葉脈１～２mm を切り取り，顕微鏡
下で菌泥の噴出が確認できた試料より，YP寒天培地を用いて常法により細菌の分離を試みた．
30℃で２日間培養すると，ほぼ均一に黄色のコロニーを形成する細菌が分離された．分離菌の単
集落を脇本処方ジャガイモ半合成培地 (PSA) に移植し，30℃で２日間培養した菌体を15％のグリセ
ロールを含む1/2NBY培地およびスキムミルク分散媒に懸濁し，-30℃で保存した．また，分離菌を
滅菌水に１～５×108 cfu/mlの濃度に懸濁し，キャベツ（品種：アーリーボール）の葉の３箇所に
針接種して病原性を確認した．分離菌の同定はAPI20NEを用いて行った．
２）ファージの分離
採集した土壌10ｇに20mlの滅菌水またはPBSバッファーを加えて攪拌し，上清を0.22µmのフィ
ルターでろ過して原液とした．原液１ml，１～５× 108 cfu/mlの濃度に調整した指示菌の懸濁液
0.1ml，寒天濃度を１％としたPSA培地10mlを混ぜて平板にし，30℃で24時間培養後，生じたプラー
クをファージとして収集した．ファージは指示菌に感染させた状態で15％のグリセロールを含む
1/2NBY培地およびスキムミルク分散媒に懸濁し，-30℃で保存した．
指 示 菌 と し て， ア ブ ラ ナ 科 野 菜 黒 腐 病菌MAFF保 存 株（301151，301176，301958，301965，
301971，301984，302021)，非病原性 Xanthomonas campestris （MAFF 106642，106644）のすべてま
たはいずれかの菌株を用いた．病原細菌が分離された地点から採集した土壌に関しては，その分離
株も指示菌としてファージの分離を試みた．

４．結果
関東および東海地方で栽培されているキャベツ，
ブロッコリー，カリフラワー，ダイコン，ハクサ
イ，メキャベツより計58菌株の病原細菌を分離し
た．これらはいずれもPSA培地上で粘稠性のある黄
色のコロニーを形成し，分離植物に関係なくいずれ
もキャベツ（品種：アーリーボール）に病原性を示
した．これら菌株のAPI20NEにおけるプロファイル
イ ン デ ッ ク スは04723(1)41(0)で あ り，Xanthomonas

campestris pv. campestris（Xcc ）のプロファイルイン
デックスと一致した．以上のことから，これら58菌
株はいずれもXcc と同定した．本病の発病はこれま
での栽培歴に関わらず認められ，山地に造成された
初年度の圃場においても発病が認められた（図２，
３）
．
図２．メキャベツに発生した黒腐病症状
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ファージは計25株を分離した．このうち 4 株は非病原性 X. campestris MAFF 1006642にのみ感染
した．病原細菌を分離した圃場の土壌からは，その分離株を溶菌するファージが分離されたが，山
地に造成された初年度の圃場，非発病の圃場からはファージは分離できなかった．一方，アブラナ
科植物が栽培されていない土壌（過去の栽培歴は不明）からも，本病原細菌を溶菌するファージが
分離された．また，一圃場から宿主域の異なるファージが複数分離されることもあった．

図３．ブロッコリーに発生した黒腐病症状

５．所感
本探索では，関東東海地域の35地点において，アブラナ科野菜全般を対象として黒腐病菌ならび
にファージの探索・収集を行った．黒腐病は，全般的には小発生であったが，多発生している圃場
も散見された．このうち，特に収穫直後の圃場の残渣に多発生しているケースに関しては，収穫前
に銅剤等の散布を中止したために，圃場内に生存していた黒腐病菌が感染して発病したものと考え
られる．
黒腐病菌を溶菌するファージは，黒腐病の発病した畑土壌から容易に分離できた．一方で山地に
造成された初年度の圃場では，
病原菌は分離されたがファージは分離されなかった．
ここではファー
ジの侵入・定着がまだ起こっていない可能性がある．今後栽培を続けることによってファージの定
着が起こる可能性もあり，継続して観察する必要がある．今後，ファージの圃場環境中での侵入・
増殖・定着・残存等に関して詳細に研究を行う予定である．
本研究において収集した黒腐病菌株はMAFF 106752～106809，フ ァージ株はMAFF 106810～
106834としてジーンバンクに登録した．このうちのファージに関しては，黒腐病防除法開発のため
の素材として利用していく予定である．そのために，現在，分離したファージの宿主域の調査，分
離したファージを用いた黒腐病菌のファージ感染型分化の調査，地域毎のファージ感染型分布調査
を行っているところである．これらのデータがまとまり次第，論文として公表するとともに，ジー
ンバンクを通じてデータおよび遺伝資源の公開・配布を開始する予定である．
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Summary

Nowadays, plant bacterial diseases are controlled mainly by agrichemicals. However, their efficacies
are not always high and the reduction of their consumption is expected for sustainable agriculture.
And the alternative control measures are needed to be developed. To explore the possibility of the
development of phage-assisted control measures against bacterial diseases, the pathogen of black rot
of cabbage, Xanthomonas campestris pv. campestris , and its phages were collected. As for bacteria, 58
isolates were obtained from cabbage, broccoli, cauliflower, radish, Chinese cabbage, and sprout cabbage
in Kanto and Tokai areas. All of them formed mucoid, convex, and yellow colonies on PSA medium, and
were pathogenic to cabbage. Their API20NE profile indices were 04723(1)41(0), coinciding with that of

Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc ). So, they were identified as Xcc . The occurrence of the
disease was found in newly developed fields in mountainous area as well as in old ones. As for phages, 25
isolates were obtained. Four of them infected only non-pathogenic X. campestris MAFF 1006642. From
soil where the pathogen was isolated, phage(s) lytic for the pathogen was/were isolated, whereas phage
was not isolated even if the pathogen was isolated in newly developed fields in the mountainous area and
in the fields without the occurrence of the disease. On the other hand, phage lytic for the pathogen was
isolated from soil where cruciferous plants were not planted. Sometimes, some kinds of phages were found
to coexist in the same field.
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微生物遺伝資源の調査プロフィール

ブロッコリーに発生した
細菌 Xanthomonas campestris pv. campestris
による黒腐病（井上ら）

ニンジンこぶ病を引き起こす
細菌 Rhizobacter dauci のサンプリング
（桑田・岩谷）

250µm
Acaulospora morrowiae 様の
アーバスキュラー菌根菌の胞子（小島）

糸状菌 Hypericum androsaemum による
ヒペリカム褐紋病（竹内ら）
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