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� 緒　言

我が国における養蚕業の起源は古く，２世紀末まで

溯るとされている (直井，1995)．やがて絹は衣服素材

としての価値が認められ，絹製品は高い芸術性を有す

る衣文化を形成するに至った．その後産業革命が起き，

機械化に伴う大量生産が可能になると，蚕糸業は一大

産業へと成長していった．こうして19世紀後半～20世

紀前半には，蚕糸業が経済の根幹となるほど盛んにな

り，クワ栽培も蚕糸業の発展とともにその栽培規模，

収量を伸ばした．ところが，第二次世界大戦後になる

と，ナイロン等の絹に変わりうる合成繊維の出現のた

め，絹糸の需要は激減し，それに伴って桑園面積，繭

生産および養蚕農家戸数は著しく減少することとなっ

た．また，近年では安価な外国産絹製品の急増により，

農家や製糸業者は大きな打撃を受けている．こうした

背景のもとに，1930年には約70万haあったクワの栽培

面積は1997年には1.3万ha足らずとなった．しかし蚕

の給餌用としてのクワの重要性は，人工飼料等が実用

化されてきているにもかかわらず，今日でも変わって

いない．また近年になると，葉や実を用いた健康食品

や根を用いた医薬等，クワの多面的な利用が行われる

ようになり (小山，1993；小貫，1988；塚本，1998)，

今後はより多方面の分野から注目されると考えられる．

我が国のクワの育種・栽培技術分野においては，そ

れぞれの時代を反映して，先人達により品種や技術

についてさまざまな創出や改良がなされており (片桐，

1995；直井，1995)，その研究蓄積は膨大な量となって

いる．一方，クワの病害に関する研究の歴史も古く(石

川，1922)，1890年に萎縮病と紫紋羽病が報告された

のを皮切りに，年代の経過とともに新病害の発生が報

告され，1990年までには50種の病害が知られるように

なった (白田，1995；日本植物病理学会，1990)．また，

クワの病害発生は，クワ栽培技術の変遷と密に関連す

る場合がある．例を示すと，1970年代になり枝枯性の

糸状菌および細菌病が多発するようになったが，これ

は，条桑収穫技術の普及で収穫時の条切断面が格好の

感染部位となったことに起因している (白田，1995)．

クワ炭疽病は，こうした病害発生の歴史の中で，

1925年に原摂祐により初めて報告された．本病は，葉

に赤褐色～褐色あるいは灰白色の病斑または条斑を引

き起こす葉枯性の病害で，毎年普遍的に発生するにも

かかわらず，甚大な被害を及ぼすことは稀であり，萎

縮病，紋羽病，胴枯・芽枯病等の病害と比較して，さ

ほど重要視されていなかった．しかし，近年開発され

たクワ栽培技術，すなわち密植栽培・機械収穫および

多回育養蚕用のローリング収穫法等の普及により，本

病の発生が目立つようになってきた．激しい場合には

株全体の葉が発病し，ほとんど収穫できないほどの被

害になる例も見られている．また近年，養蚕農家の高

齢化および後継者不足等による桑園管理の不徹底が目

に付くようになっており，本病の発生は今後さらに増

加することが予想されている (白田，1996)．しかしな

がら，本病の生理・生態および防除法等に関する報告

は，原 (1925；1936；1942；1951)，木村 (1979)，高

橋 (1988)による短文の記載があるだけで，不明な点が

多く，効果的な本病の防除法確立に結びつくような詳

細な研究は行われていない．

他方，炭疽病は果樹，野菜，花卉，食用作物，樹木

等，世界各国の多様な植物種の各器官で発生する重要

な植物病害の１群であり (池上，1984a；池上，1984b

；Bailey and Jeger，1992)，それらはいずれも不完全菌

類のColletotrichum属あるいは子嚢菌類のGlomerella属の

数種病原菌により引き起こされる．こうした各種炭疽

病菌とクワ炭疽病菌の異同については全く研究されて

おらず，また，炭疽病で良く知られている潜在感染に

ついても十分な知見は得られていない．クワを宿主と

する炭疽病菌の病原性，発生生態，感染生理等を解明

することは，本菌の病理学的観点だけでなく異宿主間

の寄生性分化等の観点においても重要である．

本研究では，クワ炭疽病，特に主たる病原菌である

ことが明らかとなったC. dematiumによる本病の生理・

生態の解明に加え，効果的な防除法の確立の手掛かり

を得ることを目的とし，以下の７章からなる研究を

行った．

第�章では，全国のクワ罹病葉から炭疽病菌を分離

し，Arx (1957)，Sutton (1980) らによる炭疽病菌の新

分類体系に基づいて同定を行い，クワ炭疽病菌の種名

を再検討した．

第�章では，分離・同定した３種の炭疽病菌のクワ
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および各種植物葉に対する病原性を調べるとともに，

他の宿主由来の炭疽病菌とのクワに対する病原性を比

較した．

第�章では，当研究所で栽培・保存しているクワ260

品種を用い，主たるクワ炭疽病菌のC. dematiumに対す

る感受性程度を調べ，感受性および抵抗性品種を検索

した．

第�章では，当研究所内の桑園圃場において，発病

の定点調査を行い，C. dematiumによる本病の発生消長

を明らかにするとともに，本菌の伝搬経路および越冬

形態について調べた．また，クワ葉の時期別・葉位別

での感受性の差異，およびクワの肥培条件と発病との

関連についても検討した．

第�章では，C. dematiumの分生子発芽および形成を

支配する因子を探索するとともに，クワ葉におけるC.

dematiumの潜在感染の有無および感染の誘発法につい

て検討した．

第�章では，C. dematiumにより形成されたクワ葉病

斑部での毒素生産を明らかにするとともにその役割に

ついて検討し，毒素の単離・精製を行った．

第�章では，C. dematiumの生物的防除のための拮抗

細菌を分離・同定し，その細菌による発病抑制効果に

ついて検討した．また，本細菌の生産する抗菌成分を

単離・精製するとともに，その化学構造を明らかに

した．

なお，本論文は，1992年から2000年まで蚕糸・昆虫

農業技術研究所で行った一連の研究成果(吉田ら，1995

a, b；吉田・白田，1996a, b；吉田・白田，1997；Yoshida

and Shirata，1998a, b, c；Yoshida and Shirata，1999a, b

； Yoshida and Shirata，2000；Yoshida et al.，2000a, b；

Yoshida et al.，2001) を取りまとめたものである．クワ

品種間の感受性差異の研究は，吉田滋実氏 (東京都農

業試験場)(吉田ら，1995a) と，罹病葉中からの毒素お

よび拮抗細菌の生産する抗菌成分の単離・精製，同定

については，平舘俊太郎博士 (農業環境技術研究所)お

よび畑田清隆博士(東北工業技術研究所)(Yoshida et al.，

2000a；Yoshida et al.，2001) と著者とが共同研究して

行ったものである．

また，本研究の遂行にあたり，終始懇切丁寧な御指

導を頂いた蚕糸・昆虫農業技術研究所，前桑病害研究

室長・白田昭博士 (現，農業生物資源研究所，研究交

流科長) に対し，厚く御礼申し上げます．また，一部

共同研究をお願いした，小林享夫博士 (東京農業大学

教授)，平舘俊太郎博士 (農業環境技術研究所)，吉田

滋実氏 (東京都農業試験場)および畑田清隆博士 (東北

工業技術研究所) には，多大な御支援を頂いた．さら

に，前桑病害研究室長・矢澤盈男博士，同研究室員・

村上理都子氏，塚本貴敬氏，前桑育種研究室および桑

栽培生理研究室の各位には，実験遂行上の御助言と御

協力を頂いた．以上の各位に対し，心から感謝の意を

表します．

また，本論文の御校閲等の労を頂いた東北大学農学

部教授・羽柴輝良博士，同名誉教授・江原淑夫博士，

農業環境技術研究所微生物分類研究室長・對馬誠也博

士，並びに前桑病害研究室長・白田昭博士に対して，

深く感謝いたします．

� 既往の研究

我が国におけるクワ炭疽病の報告は，原摂祐 (1925)

が，「実用作物病理学」で記載したのが最初であり，こ

の中で，本病の病原菌を新種Colletotrichum morifoliumと

して記載した．その後，原は数種の書物 (原，1936；原，

1942；1951) において，本病の病徴，C. morifoliumの

形態および防除法等について短く記載している．1954

年には，クワ葉から分離した菌を，その形態から新種

C. morinaとして記載 (原，1954)したが，その病原性等

については記載されていない．また，宮城 (1929) は，

新種の桑樹赤枯病菌として，C. Mori Miyagiと命名し

たが，原 (1942) はこれをC. morifoliumと同一であると

した．これにより我が国における本病の病原菌は，C.

morifoliumおよびC. morinaの２種であることが，1950年

代にほぼ確定した．

一方，1930年代ごろから，炭疽病菌も属する不完全

菌類において，完全世代との関連，分生子の形成方法

に重点を置いた分類学的再検討が始まり (小林，1993)，

その結果として，多くの属において分割および統合，

再配分が行われた．こうした分類学的な潮流の下，炭

疽病菌においてもArx (1957) により，大胆な再整理が

行われた．すなわち，Arxはそれまで宿主により別種
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として新種記載されてきた約800種の炭疽病菌の不完

全世代を，完全世代との関係と形態および病原性等に

より，Colletotrichum属の11種12変種・型に再編した．

この再編・整理については，当時賛否両論があったも

のの，後にSutton (1980) の詳細な分生子形成方法に基

づく分類法の検討等により，Arxによる属の再整理，

再配分が基本的に受け入れられ，現在の炭疽病菌の分

類体系に至っている (佐藤，1993；小林，1993)．Arx

(1957)による分類体系に準じて，山本(1960)は，日本

産の炭疽病菌の種名と属名の改変を行っているが，そ

の中で，クワ炭疽病菌C. morifoliumをC. dematiumの

生態種，すなわちC. dematium f. morifoliumと改変して

いる．しかし，この改変はあくまでもArxによるC.

dematiumの生態種の配置に基づいたものであり，病原

性等の詳細な検討はなされていない．さらに，小林

(1993)はC. morifoliumは形態的にC. dematium群に属す

るが，本病菌の種名については，さらに詳細な検討を

要すると指摘している．

外国におけるクワ炭疽病の発生については，中国お

よび台湾で報告されており，中国ではC. morifolium (中

国農業百科全書編集部編，1987) が，台湾ではC. mori-

folium の他にC. moricola，C. morinum，Glomerella mori

(Sawada，1959)が病原菌として記載されている．

また，我が国における本病の発生生態と防除につい

ては，原 (1925；1936；1942；1951)，木村 (1979)お

よび高橋 (1988)により報告されている．原 (1951)は，

C. morifoliumは被害部または枝条上に胞子または菌糸で

越冬し，密植桑園および葉が硬化しやすい品種で発生

が多いとしている．また，３斗式「ボルドウ」液の散布

により，本病に防除効果を示すとしている(原，1942)．

高橋 (1988)は，本病はクワの全生育期間を通じて発生

し，被害植物上で分生子および菌糸塊の形で越冬・伝

染し，また，C. morifoliumはクワにのみ寄生すると記

している．しかし，本病に関する具体的な研究結果を

示した報告は少なく，本病菌の種名，病原菌の生理的

特性，感染様式等についてもほとんど解明されてはい

ない．

� 病原菌の分離と同定

クワ炭疽病菌としては，原摂祐により1925年および

1954年にそれぞれC. morifolium Hara (原，1925)および

C. morina Hara (原，1954)と命名された2種が知られて

いた (日本植物病理学会，1990)．しかし，Arx (1957)，

Sutton (1980) らによって新しい炭疽病菌の分類体系が

提唱されてからは，山本 (1960)がArx (1957)の報告を

受けて C. morifoliumをC. dematium f. morifoliumに改変し

たにとどまり，詳細な検討は行われていなかった．そ

こで本章では，クワ罹病葉から炭疽病菌を分離し，炭

疽病菌の新分類体系に基づいた同定により，種名の再

検討を行った．

１．分　離

（1）材料および方法

全国の13県 (岩手・福島・群馬・茨城・埼玉・千葉

・神奈川・石川・山梨・長野・徳島・熊本・沖縄)より

取り寄せた罹病クワ葉の病斑部を切り取り，切片を70

％アルコールに約10秒，続いて２％次亜塩素酸ナトリ

ウム溶液に２～３分間浸漬後，殺菌水で３回洗った．

滅菌ろ紙で水分を吸い取った後，ジャガイモ煎汁・グ

ルコース寒天培地 (PDA：ジャガイモ 200g，グルコー

ス 20g，寒天 18g，蒸留水 1�) 平板培地あるいはク

ワ葉煎汁・スクロース・寒天 (MSA：乾燥クワ葉 50g，

スクロース 30g，寒天 27g，蒸留水 1.5�)平板培地上

に置き約20℃に保った．数日後に伸長した菌糸先端を

切り取ってPDAおよびMSA斜面培地上に移植し，生育

後５℃で保存した．なお，これら菌株の大半は分生子

形成が見られたので再度単胞子分離を行い，保存菌株

とした．また，上記の方法で分離が困難だった葉にお

いては，�章の３で示した手法で葉の裏面に紫外線を

３～５分照射した後，湿室に保って形成させた分生子

層から直接単胞子分離を行った．

（2）結　果

分離菌株は，13県下の炭疽病病斑あるいは類似の病

徴を示した罹病クワ葉から，炭疽病菌あるいはその類

似菌66菌株を分離し，これに分譲頂いた２菌株 (東京

4
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都・高知県下の罹病葉より分離) を含め，合計68菌株

を得た．このうち56菌株が炭疽病菌Colletotrichum属で

あった．それぞれの菌株の分離源病葉の採集地，採集

年月日，分生子のタイプをTable１に示した．なお，分

離源としたクワ罹病葉の写真の一部はFig. 1_1, 2に示し

た．なお，Colletotrichum属以外の分離菌株は，Phoma

属やNigrospora属が多かった．

２．同　定

（1）材料および方法

菌の同定は，MSAまたはPDA平板培地上に形成した

分生子および子のう胞子の形態により行った．なお，

一部の菌株については葉上に形成させた分生子の形態

も調べた．

（2）結　果

分離したColletotrichum属菌56菌株は，分生子の形と

大きさにより３つの群 (Fig. 1_4, 5, 7)(Fig.２)に分けら

れた．分離菌株中で最も多かったのは，分生子が鎌

形 (大きさ22.5～32.5×2～3 µm) のグループで35菌

株であった．これらは分生子の形態や培養性状がArx

(1957 ；1981)，小林 (1993)，Sutton (1980) らによる

Colletotrichum dematium (Persoon : Fries) Groveに一致し，

同一種として同定した．次に多かったのは，分生子の

形態が円筒形 (大きさ12.5～22×4～7µm)のグループ

に属する11菌株で，このうち８菌株では成熟子のう殻

とそれに伴う子のうおよび子のう胞子の形成が認めら

れた(Fig. 1_6)．これらは，分生子および子のう殻や子

のう胞子の形態から，Arx (1957)，小林 (1993)らによ

る完全世代のGlomerella cingulata(Stoneman)Spaulding et

Schrenk とその不完全世代のColletotrichum gloeosporioides

5
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Fig. 1.
_1. Diseased mulberry leaf. 

C. dematium and G. cingulata
were isolated from the lesions.  

_2. Diseased mulberry leaf.  
C. acutatum was isolated from
these lesions.  

_3. Mycelial colony of mulberry
anthracnose fungi on PDA plate:
Cd, C. dematium S9269; Gc, G.
cingulata S9274; Ca, C. acutatum
S9303.  

_4. Conidia of C. dematium S9269.  
_5. Conidia of G. cingulata S9274.  
_6. Asci and ascospore of G. cing-

ulata S9244.  
_7. Conidia of C. acutatum S9303.



6

農業生物資源研究所研究資料 第 1号（2002）

Table 1.  Anthracnose fungi isolated from diseased mulberry leaves and their pathogenicity to mulberry leaves



(Penzig)Penzig et Saccardo と同定した．３番目のグルー

プは，分生子の形態が紡錘形 (大きさ11.3～17.5×3～

5 µm) のもの10菌株からなり，これらはArx (1981；

1987)，小林 (1993)，Simmonds (1965)，Sutton (1980)

らによる Colletotrichum acutatum Simmonds ex Simmonds

と同定した．

なお，炭疽病菌３種についてPDA平板培地上での生

育状態をFig. 1_3 に示した．C. dematiumのPDA平板培

地上での菌叢は暗黒色から暗緑色で，気中菌糸をあま

り形成せず，分生子もほとんど形成しなかった．それ

に対し，MSA平板培地上での菌叢は暗灰緑色から暗黒

色で，分生子 (Fig. 1_4) を多数形成した．G. cingulata

のPDA培地上での菌叢は菌株により異なったが，一般

に白色ないし灰白色で気中菌糸を豊富に形成し，内部

に鮭肉色の分生子 (Fig. 1_5) の粘塊が観察されるもの

が多かった．C. acutatum のPDA培地上での菌叢は淡赤

紫色であり，裏面ではより鮮明であった．分生子 (Fig.

1_7) 粘塊もよく形成した．なお，本菌は気中菌糸を形

成するが，菌糸の先端には上述の分生子とは異なる小

型分生子が多数観察された．

３．考　察

今回得られた56菌株について同定を行ったところ，

C. dematium，G. cingulata，およびC. acutatumの３種が

新たに同定された．既往の２種の炭疽病菌のうち，C.

morifolium (原，1925) は分生子が鎌形で大きさ20～

24×3～5 µmとあり，今回C. dematiumと同定した菌

群と形態的に酷似する．Table２にC. morifoliumとC.

dematiumとの分生子の形態的比較を示したが，C. mori-

foliumの形態は諸研究者の記録したC. dematiumの範囲

に入る．C. morifolium はその分生子の形態および大き

さからC. dematiumに含めてよいと判断し，以下のよう

に記載することを提案する．

Colletotrichum dematium (Persoon:Fries) Grove

Synonym: Colletotrichum morifolium Hara (原，1925)

Colletotrichum dematium f. morifolium (Hara)

Yamamoto (山本，1960)

また，原(1954)が記載しているC. morina Haraは，今
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Table 2.  Comparison of conidial size between C. dematium and C. morifolium

Fig. 2.  Average size of conidia in each anthracnose fungus
isolated from diseased mulberry leaves.  Shape of conidia:
○, falcate; △, cylindric; □, fusiform.



回は分離されなかった．その記載によれば，菌の分生

子の大きさは 5～ 7× 3～ 4 µmで，上記３種の炭疽病

菌とは全く異なるが，記載や研究が不十分なため，そ

の存在の有無および分類上の位置づけについては，今

回検討できなかった．原 (1951) は本病菌としてCol-

letotrichum morifoliumの他にC. moriという菌種を記載し

ている．しかし，C. moriの分生子の形態等の記載が上

述のC. morina の記載と良く一致していることから，C.

moriとC. morinaは同一種と見なすべきであると判断し

た．以上のことから，日本におけるクワ炭疽病菌は，

① C. dematium，② C. acutatum，③ G. cingulata，④ C.

morinaの４種が存在することが明らかになった．

� クワ炭疽病菌の病原性

全国の罹病クワ葉から分離・同定した３種の炭疽病

菌のクワに対する病原性を調べるとともに，病原力の

差異について検討した．また，これら３種の炭疽病菌

について，クワ以外の植物葉に対する病原性を調べた．

さらに，他の宿主由来の炭疽病菌のクワ葉に対する病

原性を比較し，分化型 (forma specialis)の適用の是非も

検討した．

１．クワ葉に対する病原性

（1）材料および方法

分離菌株の病原性は，切り取ったクワ葉を用いて菌

叢片接種法と分生子接種法の２つの方法で調べた．す

なわち，菌叢片接種の場合は，当研究所内で栽培され

ている普及奨励クワ品種「しんいちのせ」(カラヤマグ

ワ，Morus alba L.)を用い，各分離菌株のMSA培地上の

新鮮な菌叢片 (約３～５mm角)を接種源とし，葉の一

部に10針で２～３回の刺し傷を付け，そこに菌叢片を

置床した (有傷接種)．また，極めて罹病しやすいケグ

ワ (M. tiliaefolia Makino)の1系統である「毛桑」も用い

たが，この場合は無傷接種とした．接種後は葉を約25

℃の湿室に保ち，９日後に発病調査を行った．発病の

程度は，形成された病斑の大きさにより４段階に分け

て表示した．分生子接種の場合は，供試菌株の分生子

懸濁液(約106個/ml)に直径８mmの円形ろ紙を浸漬し，

分生子を含んだろ紙を直ちに葉の有傷および無傷部に

１枚ずつ置床した．接種後は葉を約25℃の湿室に６～

９日間保持した後，発病を調査した．

（2）結　果

ａ　菌叢片接種による病斑形成

「しんいちのせ」および「毛桑」の切り取り葉に対し，

得られた３種の分離菌56菌株の病原力を調べ，その程

度をTable１に示した．また，供試菌株数に対する病斑

形成菌株数の割合 (病斑形成率)を，菌種および品種別

にまとめてFig.３に示した．病斑形成は供試した炭疽

病菌３種の全てで認められた．しかし，３種の病斑形

成率を比較するとC. dematiumおよびC. acutatumでは病

斑形成率が極めて高いのに対し，G. cingulata では低か

った(Fig.３)．また，病斑の大きさを見るとC. dematium

のほとんどおよび C. acutatumの一部の菌株は，大型で

顕著な病斑を形成した(Fig. 4_1, 2)のに対し，G. cingulata

および大半のC. acutatum の菌株は，小型の病斑を形成

した．

ｂ　分生子接種による病斑形成　　

切り取り葉に対する分生子の病原力を調べた．供試

菌株は，上述の菌叢片接種試験で比較的病原力の強か

った菌株，すなわちC. dematiumではS9269，G. cingulata

ではS9274，C. acutatum ではS9307の合計３菌株とし，

接種試験は各菌株とも３反復で行った．また，供試し

たクワは品種「落井」(ログワ，M. multicaulis Perr.) で

ある．

有傷接種の場合，C. dematiumは菌叢片接種と同様に

顕著な病斑を形成した (Fig. 4_3)．G. cingulataもやや

強い病原力を示したのに対し，C. acutatumは弱い病

原力を示した．また，無傷接種の場合，病斑形成はC.

dematiumおよびG. cingulataで見られたが，C. acutatum

では見られなかった．

２．各種植物葉に対する病原性

（1）材料および方法

ａ　供試菌株

供試菌は，クワ罹病葉から分離したC. dematium，C.
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Fig. 3.  The ratio of lesion formation on mulberry leaves by anthracnose fungi isolated from mulberry
leaves.  Mycelial blocks of each fungal isolate were placed at punctured site on the leaves of cv. Shin-
ichinose (A) or at intact site on the leaves of Keguwa (B).

, C. dematium ; , G. cingulata ; , C. acutatum.

Fig. 4.  
_1.  Lesion formation on the leaf of Keguwa (M.

tiliaefolia) inoculated with mycelial blocks of C.
dematium.  

_2. Lesion formation on the leaf of Keguwa inoc-
ulated with mycelial block of C. acutatum.  

_3. Lesion formation on the leaf of cv.Ochii (M.
multicaulis) inoculated with conidial suspension
of C. dematium.  Filter paper Fp was soaked in
conidial suspension of C. dematium S9269.



acutatum，G. cingulataの3種であり，菌株はC. dematium

ではS8901，S9269，C. acutatumではS9303，G. cingulata

ではS9233，S9244，S9274，S9275を用いた．

ｂ　供試植物

供試した植物は，Table３に示したクワ科植物を含め

た21科37種であり，その大半は1993年８月に当研究所

周辺から採取したものとした．

ｃ　病原性試験

病原性の検定は，上述と同様にMSAまたはジャガイ

モ煎汁・スクロース寒天培地 (PSA：ジャガイモ 200g，

スクロース 20g，寒天 18g，蒸留水 1�) 平板上から

調製した菌叢片および分生子懸濁液 (約106個/ml)を，

切り取り葉に有傷および無傷接種することにより行っ

た．接種葉は約25℃に設定した湿室内に保持し，７日

後に発病を調査した．なお，接種試験は全て２反復で

行い，発病(病原力)の程度は形成された病斑の大きさ

により，病斑形成が認められる (+)，直径15mm以上
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Table 3.  Plants used for inoculation with mulberry anthracnose fungi a)



の大型の病斑が形成される (+++)，両者の中間 (++)

の３段階に分けて表示した．

（2）結　果

ａ　菌叢片接種における病原性

菌叢片を接種源とした場合の各種植物に対する病原

性検定の結果をTable４に示した．なお発病程度は，い

ずれの植物においても反復による差が小さかったため，

表中には発病程度の大きい値のみを示した．

有傷接種では，３種の炭疽病菌とも供試した大部分

の植物に病原性を示した．特にG. cingulataの４菌株は

ほとんど全ての植物に病原性を示し (Fig. 5_1, 2)，病原

性を示さなかった植物はクチナシ，ヤブツバキ，クヌ

ギ，ミカンだけであった．C. acutatum (S9303) も同様
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Table 4.  Lesion formation on various detached leaves inoculated with mycelial blocks of mulberry anthracnose fungi



にかなり広い範囲に病原性を示した．C. dematiumは他

の２種と比べやや範囲は限られる傾向が見られたもの

のクワ科以外にもバラ科植物等に病原性を示した．

無傷接種では，有傷接種に比べ３種の炭疽病菌とも

病原性を示した植物の数は極端に減少し，病原力も低

下する傾向が見られた．菌種ごとに見ると，G. cingu-

lataでは有傷接種で比較的幅広い病原性を示した菌株

(S9244およびS9275)が，無傷接種ではバラ科植物およ

びモクレン科植物等の一部の植物にしか病原性を示さ

なかった．また，C. dematiumがクワ科植物 (「毛桑」)

以外に病原性を示した植物は，リンゴ，ユリノキのみ

であった．C. acutatumはウメ，イチゴ，リョウブのみ

に病原性を示した．

ｂ　分生子接種における病原性　

分生子を接種源とした場合の病原性検定の結果を

Table５に示した．有傷接種の場合，G. cingulataおよ

びC. acutatumは広範囲の植物に病原性を示した．C.

dematiumが病原性を示した植物は，クワ科植物以外で

は，リンゴ，サツマイモ，ユリノキ等であり他の２種

と比較して少なかった．なお，ユリノキは３種の菌の

いずれによっても病斑形成が認められた．無傷接種で

病斑を形成した植物の種類は，菌叢片接種の場合と同

様に３種の供試菌いずれにおいても減少し，特にC.

acutatumはイチゴにのみ病原性を示した．ユリノキは

G. cingulataおよびC. dematiumによって大型の病斑が形

成され，クワ科植物はC. dematiumのみによって顕著な

病斑が形成された．

３．他宿主由来の炭疽病菌との病原性の比較

（1）材料および方法

ａ　供試菌株

クワを含めテンサイ，チャ等15種類の宿主から分離

した炭疽病菌５種，26菌株を供試した．供試各菌株の

種名，菌株名，分離源の植物名をTable６に示した．

ｂ　供試植物

接種試験には当研究所内で栽培されたクワ品種「し

んいちのせ」，「落井」および「毛桑」の３種を用い，い

ずれも健全葉を切り取って供試した．また，C. dematium

の病原性に関する比較試験では，各菌株の分離源と

なった宿主植物としてブナ(森林総合研究所から分譲，

受入番号93_037)，ビート (「デトロイトダークレッド」，

タキイ)，ホウレンソウ (品種名不明) を用い，ポット

およびプランター植えの植物体の若葉を，切り取らず

に供試した．

ｃ　病原性試験

各菌株の接種源は，上述と同様にMSAおよびPSAの

平板上から調製した菌叢片および分生子懸濁液 (約106

個/ml) の２種類とし，これらを各切り取り葉に有傷お
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Fig. 5_1. Lesion formation on strawberry leaves inoculated with G. cingulata S9244.  Inoculation: left leaf, conidial suspension was inocu-
lated at intact site;  central leaf, mycelial blocks were inoculated at intact (left side) and at punctured (right side) sites; right leaf,
conidial suspension was inoculated at punctured sites.  fp= filter paper soaked in conidial suspension.  

Fig. 5_2. Lesion formation on Shirakaba (Betula platyphylla var. japonica) leaves inoculated with G. cingulata S9274.  Inoculation: upper
left side, mycelial block was inoculated at intact site; upper right side, mycelial block was inoculated at punctured site; lower left
side, conidial suspension was inoculated at intact site; lower right side, conidial suspension was inoculated at punctured site.



よび無傷接種した．分生子を形成しない菌株では菌叢

片のみを接種源として用いた．なお，接種は菌叢片で

はPSAおよびMSA培地で生育させたものそれぞれ２反

復の計４反復，分生子懸濁液では２反復行った．接種

後は，供試植物を約25℃の湿室内で保持し，４～９日

後に病原性の検定を行った．検定は病斑形成の有無に

より行い，さらに病斑の大きさにより病原性の程度を

本章の２と同様に３段階に区分した．

（2）結　果

ａ　クワに対する供試菌の病原性

供試した各種炭疽病菌について３種のクワに対する

病原性の検定結果をTable７，８に示した．なお，菌叢

片接種による病斑形成では培地の種類による影響がな
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Table 5.  Lesion formation on various detached leaves inoculated with conidial suspension of mulberry anthracnose fungi



いと判断されたため表中には４反復のうち中間の２つ

の値を示した．

菌叢片を接種した場合 (Table７)，有傷接種では，ほ

とんどの菌株がクワに病斑を形成した．すなわち，「毛

桑」にはブドウ由来の菌株G. cingulata (MAFF305142)，

ミカン由来の菌株C. gloeosporioides (910409_1)，シマグ

ワ由来の菌株C. gloeosporioides (MAFF306011)を除く全

ての菌株が病斑を形成した．「落井」に対しても，ほと

んどの菌株が病斑を形成した．しかし「しんいちのせ」

に対しては，クワ由来の菌株を含め８菌株しか病斑を

形成しなかった．また，病原力は，「毛桑」では菌株間

の差があまり見られず，いずれの菌株も大型の病斑を

形成した (Fig. 6_1)．「落井」では，クワ，テンサイ，イ

チゴ，トルコギキョウ由来の菌株で顕著な病斑を形成

した．無傷接種では，いずれのクワに対しても病斑を

形成した菌株はわずかであり，C. acutatumであるS9303，

No91_017，MAFF306242の３菌株のみが「毛桑」また

は「落井」に対して病斑を形成した．

分生子懸濁液を接種源とした場合 (Table８)，有

傷・無傷接種の両方でクワ由来のC. dematium(S8901お

よびS9269)が，特に強い病原力を示した (Fig. 6_2)．す

なわち，有傷接種において「毛桑」に病原性を示した

上記以外の菌株はブナ由来のC. dematium (C_4b106)，

テンサイ由来のC. dematium f. sp. spinaciae (Cs_5M，

Cs_22M)， シ マ グ ワ 由 来 の C. gloeosporioides

(MAFF306011)，クワ由来のC. acutatum (S9303)，ト

ルコギキョウ由来のC. acutatum (MAFF306242) のみで

あった．「しんいちのせ」ではC. acutatum (S9303) が，

14

農業生物資源研究所研究資料 第 1号（2002）

Table 6.  Anthracnose fungi used for inoculation to mulberry leaves



「落井」ではミカン由来のC. gloeosporioides (910409_1)

のみが病原性を示した．また，無傷接種においては，

クワ由来のC. dematiumの２菌株のみがクワに対して病

原性を示した．

ｂ クワおよび他の宿主植物から分離したC. dematium

の病原性比較

クワ葉に最も強い病原力を示したC. dematiumの病原

性について詳細な検討を行うために，他の宿主から分

離したC. dematiumおよびC. dematium f. sp. spinaciaeの各

分離源植物に対する病原性の比較試験を行った．すな

わちクワ由来 (S8901，S9269)，ブナ由来 (C_4b106)の

C. dematiumおよびテンサイ由来のC. dematium f. sp. spin-

aciae (Cs_22M，Cs_5M)の合計５菌株を，クワ (「毛桑」，

「落井」)，ブナ，ビート，ホウレンソウの葉それぞれ

に，上記と同様の方法で接種し，クワでは６日，ブナ

では７日，アカザ科植物では５日後に病原性を調査し

た．なお，今回の試験ではテンサイを供試できなかっ

たため，同じアカザ科植物であるビート，ホウレンソ

ウで代用した．また，クダモノトケイソウ由来の菌株

(MAFF305982)については，欠調とした．

その結果，菌叢片を接種源とした場合には有傷接種

と無傷接種では病徴の発現が異なり，前者では明らか

に強い病原力を示したが，後者ではほとんど病徴が見

られなかった(Table９)．有傷接種では，それぞれの分

離源に対応する各菌株で病原性が認められ，さらに両

者が対応しない場合でも病原性が認められた．また，

クワには，クワ由来のS8901株，S9269株およびテンサ

イ由来のCs_22M株が強い病原力を示した．

一方，分生子懸濁液を接種した場合には (Table 10)，

菌叢片の接種と比較して，供試菌株と宿主植物との関

係がより明瞭に示された．特に，クワから分離された

S8901株およびS9269株はクワに強い病原力を示し，無

傷接種においても顕著な病斑を形成した．また，ブナ

由来およびテンサイ由来の各菌株は「毛桑」に対して

有傷接種で病原性を示した．

４．考　察

分離した炭疽病菌３種のクワ葉に対する病原性を調

べた結果，３種とも病原性を有することが明らかに

なった．特に，C. dematiumは菌叢片および分生子の接

15

吉田重信：クワ炭疽病の生理・生態学的研究

Fig. 6._1. Lesion formation at punctured sites (right side) of Keguwa leaves inoculated with mycelial blocks of G.
cingulata NM_1 isolated from strawberry crown.  Left side: mycelial blocks were inoculated at intact sites.  

Fig. 6._2. Lesion formation on mulberry leaf of cv. Shin_ichinose inoculated with C. dematium S8901 isolated from
mulberry leaves.  Inoculation: upper left side, mycelial blocks were inoculated at intact sites; upper right side,
mycelial blocks were inoculated at punctured sites; lower left side, conidial suspension was inoculated at
intact sites; lower right side, conidial suspension was inoculated at punctured sites.  fp= filter paper soaked
in conidial suspension of C. dematium.



種で，強い病原力を示した．また，採集した都道府県

は限られるが，前章で示したように本菌はほぼ全国的

に分布していた．これらのことからC. dematiumは，通

常の栽培環境下で見られる炭疽病の主たる病原菌であ

ると考えられる．一方，G. cingulataおよびC. acutatum

は病原性を有するものの，その病原力はC. dematiumに

比べて弱く，菌株による差も大きかった．このことか

ら，これら２種はクワの生理状態に大きく依存すると

も考えられ，それらの菌に起因する本病発生は少ない

ことが考えられる．

本来，上記３種の炭疽病菌はいずれも幅広い宿主範

囲を持ち，多犯性であることが知られている．既報に

よるとC. dematiumは，ブナ，ワタ，ユリ，ハラン等を加

害し (小林，1993)，その他の報告からはマメ類 (Lenne，

1992)，イチゴ，トマト，タマネギ (Baxter et al.，1983)

等にも被害を及ぼすことが知られている．G. cingulata

はC. gloeosporioidesの完全世代名として知られ，ブドウ

晩腐病等極めて多くの植物に炭疽病を引き起こすとさ

れている (佐藤，1993；池上，1984a)．また，1965年

に新種として記載されたC. acutatumについても，イチ

ゴのほか多くの植物を加害することが知られている

(Dyko and Mordue，1979；Baxter et al.，1983)．このよ

うにこれら３種の菌は広い宿主範囲を持つことから，

クワから分離された菌株も同様に幅広い宿主範囲を持

つことが推察された．一方，C. morifoliumはクワのみに

寄生するとの記載 (高橋，1988)があり，宿主範囲につ
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Table 7.  Lesion formation on mulberry leaves inoculated with mycelial block of anthracnose fungi



いて詳しい検討が必要であった．

21科37種の植物の切り取り葉に対する３種の菌の病

原性を調べた結果，供試した３種の炭疽病菌はいずれ

もクワ以外のさまざまな植物に感染しうるものと考え

られた．特にG. cingulataおよびC. acutatumは，程度の

差はあるものの37種類の供試植物のほとんど全てに病

原性を示した．この傾向は，これまで知られてきたG.

cingulataおよびC. acutatumの宿主範囲の広さと一致し

ている．また，クワの主たる病原菌であるC. dematium

は，上記２種と比較して数は少ないものの，バラ科植

物等のクワ科以外の植物にも病原性を示した．このこ

とは，本菌が必ずしもクワ特有の病原菌ではなく，C.

morifoliumをC. dematiumの異名と判断したことを支持

している．次に接種方法別に病斑形成程度を比較する

と，各植物葉において有傷接種の方が無傷接種より病

斑を形成しやすいことが明らかとなった．このことは，

植物葉の表面が傷等の障害を持たない場合では，比較

的強い抵抗性を示すことを意味している．さらに，付

傷によって植物体から溢出した成分が病原菌に作用し

て病原力を高めること，あるいは，病原菌の生産する

病原因子が植物体内に浸透しやすくなるという可能性

も考えられる．接種源は，分生子より菌叢片を用いた

場合に強い病原力を示す傾向が見られた．この傾向は

無傷接種ではあまり明瞭でないが，有傷接種ではいず

れの供試菌株でも顕著であった．こうした結果は，菌

叢片接種では菌叢とともに切り出した培地からしばら

くの間養分が供給されるため，毒素等の病原性因子を

より多く生産でき，それらが傷口から植物体内に浸透

しやすくなるためであることが一因として考えられる．

クワと他の宿主由来の炭疽病菌を用い，クワの切り

取り葉に対する病原性について比較試験を行った結果

では，菌叢片の有傷接種では大半の菌株が供試したク

ワ，特に「毛桑」および「落井」に対して病原性を示

した．奥 (1993) は病原性を① 宿主に侵入する性質，

②宿主の抵抗性に打ち勝つ性質，③ 発病させる性質に

分けられるとしている．この場合の①と②は，病原菌
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Table 8.  Lesion formation on mulberry leaves inoculated with conidial suspension of anthracnose fungi



が宿主植物に侵入して栄養をとり，またはその内部に

定着するまでの段階に発揮される力としている．すな

わち，今回用いた菌叢片の有傷接種では菌叢片に培地

が付着しているため，菌が侵入して栄養を得る能力に

ついては不明である．また，付着した培地から養分を

とった菌が接種部で毒素を生産していた場合には，そ

の影響も無視できない．

このことからも，自然界あるいは通常の栽培状況下

で問題とされる厳密な意味での病原性を考えた場合，

通常の伝搬源となる分生子等を用いた接種試験により

判定するのがより適当であると推察される．各種宿主

由来の炭疽病菌の分生子懸濁液をクワに接種したとこ

ろ，有傷接種における病原性は，クワ由来のC. dematium

等わずか４種９菌株でしか認められなかった．さらに

無傷接種の場合になると，明瞭な病原性を示したもの

はクワ由来のC. dematiumの２菌株のみであった．また，

菌叢片を接種した場合には，クワ以外の宿主に由来し

た炭疽病菌も病原性を示したが，最も強い病原性を示

したのはクワ由来のC. dematiumであった．これらのこ

とから，通常の栽培条件下における本病の発生は，大

部分がクワ由来の菌によるものと考えられる．

このように，クワ由来のC. dematiumはクワに対して

強い病原力を示した．病原菌と宿主の間に特異的な寄

生関係が見られる場合，病原菌の学名には分化型(forma

specialis) を付けるのが慣例である．そこでクワ由来の

C. dematiumにこうした分化型を取り入れる可能性を検

討するため，クワとブナ由来のC. dematiumおよびその

分化型とされるテンサイ由来のC. dematium f. sp. spinaciae

(築尾，1990) を用い，これらの菌株の分離源となった

植物それぞれに対して接種試験を行った．菌叢片の接

種では，供試菌株と供試植物間で特異的な寄生関係は

見られなかったが，分生子懸濁液の無傷接種では，ク

ワ由来の菌株によってのみクワでの病斑形成が認めら

れた．このようにクワ由来の菌株とクワとの間で顕著

な親和性が認められたことから，クワ由来のC. dematium

に分化型を取り入れて良いとも考えられる．しかし，

クワ由来のC. dematiumを各種植物に接種した結果にお

いて，分生子懸濁液を有傷接種した場合，数は少ない

もののクワ以外の植物にも病原性を示したこと，また，

強い病原力を示す他の植物が存在する可能性も残され

18

農業生物資源研究所研究資料 第 1号（2002）

Table 9.  Lesion formation on each plant leaves inoculated with mycelial blocks of C. dematium (f. sp. spinaciae)

Table 10.  Lesion formation on each plant leaves inoculated with conidial suspension of C. dematium (f. sp. spinaciae)



ていること，各種植物由来のC. dematiumの菌株の中に

もクワに強い病原性を示すものが存在する可能性があ

ること，さらに，分化型を採用するには，圃場あるい

は各種条件下での発病を詳細に比較する必要があるこ

と，等の理由から，分化型の導入は慎重にすべきであ

ろう．

� クワ炭疽病菌C. dematiumに対するクワ品種

間の感受性の差異

主たるクワ炭疽病菌であるC. dematiumに対する抵抗

性クワ品種の探索・育成は，本病発生の抑止に重要な

役割を担っている．そこで本章では，当研究所内の260

品種 (系統)について，本菌に対する感受性の差異を複

数の菌株を用いて調べ，感受性および抵抗性品種の検

索を行った．さらに，新たな抵抗性品種育成のための

一助として，本菌に対する複数の新系統の実生苗の感

受性を調べ，さらに，実生苗の感受性検定用植物とし

ての有効性についても考察を行った．

１．260品種間における感受性の差異

（1）材料および方法

ａ　供試クワ品種および供試葉

供試したクワ品種は当研究所内の桑品種保存園に栽

培されている260品種 (片桐・小林，1992) を用い，各

品種の最長枝条に着生する最大光葉付近の健全葉を，

1993年６月に採集して試験に用いた．また，葉令と感

受性との関連を調べる試験では，1992年８月に採取し

た260品種の若葉 (先端から約10cmの位置に着生)と成

葉 (先端から約１mの位置に着生)を供試した．

ｂ　供試菌株

供試菌株は，茨城・岩手・熊本の各県の罹病クワ葉

から分離されたC. dematium３菌株 (S8901・S9231・

S9269)を用いた．

ｃ　病原性試験

接種源は，前述と同様にMSAの平板上から調製した

各菌株の分生子懸濁液 (約106個/ml)とし，いずれも同

様の方法で有傷および無傷接種した．なお，葉令と感

受性との関係の試験では有傷接種のみとした．接種後

は葉を約25℃の湿室内に入れ，７日間保持した．また，

感受性の判定は，保持後葉に出現した病斑の大きさを

数値化することによって行った．病斑形成が認められ

ない場合を０，病斑の直径が８mm未満を１，８～15

mmを２，16～25mmを３，25mm以上を４とした．な

お，数値はクワ260品種を比較した試験では２反復の

平均値を用い，葉令と感受性に関する試験では，４反

復の平均値を用いた．

（2）結　果

ａ　感受性の品種間差異

C. dematium３菌株接種により特に大きな病斑を形成

した品種をTable 11に示した．３菌株に対し有傷・無傷

接種に関わらず特に大きな病斑形成が見られたものは，

「唐桑２号」，「東谷」，「長沙」，「彦次郎」，「富陽桑」，

「竜川秋雨」等であった．全ての菌株に対してほとんど

病斑を形成しなかった品種は「岩瀬」，「大早生」，「群

馬赤木」および「大和早生」等であった．また，各供

試菌株ごとの病斑形成品種数を，その程度別に分けて

調べた結果，各形成程度における品種数は，いずれの

菌株ともほぼ同様の割合を示し，無傷に比べ有傷接種

でより大きい病斑を形成する傾向が認められた(Fig.７)．

各品種における菌株間での病原性の明瞭な差異はほと

んど見られなかった．

クワ品種の倍数性の違いによる感受性差異を調べた．

供試した260品種を２倍性品種(203品種)，３倍性品種

(55品種)に分け，それぞれの病斑形成程度を比較した．

最も激しい褐変程度を示した品種の占める割合は，２

倍性品種のほうが３倍性品種に比べ大きく，この傾向

は，有傷，無傷および供試菌株別で比較しても同様で

あった (Fig.８)．

また，供試したクワ品種を主要な３系統，ヤマグワ

系 (M. bombycis，82品種)，カラヤマグワ系 (M. alba，62

品種)，ログワ系 (M. multicaulis，104品種)別に区分し，

系統間で病斑形成を比較した．３系統間で顕著な差は

認められなかったが，カラヤマグワ系で多少病斑を形

成しやすい傾向が認められた (Fig.９)．
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ｂ　葉令と感受性程度の関係

供試した260品種の成葉および若葉における病斑形

成の差異を検討した結果，「改良鼠返」および「鶴桑」

等の数種を除いた多くの品種で，成葉と比較して，若

葉で大きい病斑を形成した (Fig. 10)．

２．育成系統実生苗における感受性の差異

（1）材料および方法

ａ　供試系統

供試したクワは，当研究所の桑育種研究室で育成中

の実生47系統であり，その交配親をTable 12に示した．

これらの実生を，市販の培養土を入れた約25cm3のプラ

スチックポットに１個ずつ播種し，温室内で芽出し後，
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Table 11.  Mulberry cultivars formed large lesions on the leaves by inoculation with conidial suspension of C. dematium isolates a)



約１ヵ月間育成・管理し，本葉が４～８枚展開した苗

を，１回の試験につき各品種それぞれ２ポットずつ試

験に用いた．

ｂ　病原菌の接種

供試した炭疽病菌はC. dematium S8901株とし，上述

と同様に分生子懸濁液 (５×105個/ml)を調製した．接

種は，上記懸濁液を各実生苗全面に筆で塗布すること

により行い，接種後は苗を約25℃の湿室内で３～４日

保持し，その後室内で管理し，６日後に発病を調査

した．

ｃ　発病調査

感受性の判定は，苗の本葉にしめる発病葉の割合を

算出することによって行った．供試した各系統の２

ポットの苗において病斑形成が認められる葉の割合を

それぞれ算出し，それらの平均値をその系統苗の感受

性の程度とした．

（2）結　果

ａ　実生苗系統における感受性の差異

各実生苗系統に対する病斑形成の程度をTable 12に

示した．各系統によりその程度は様々であったが，雄

親にタイ原産の品種「ノイ」が交配されている系統

(系統番号４，11，12，23，25)で大きな病斑を形成する

傾向が見られた．一方，病斑形成程度が小さいものは，

系統番号９，13，28，30等であり，交配親に４倍体の品

種が含まれる系統で多く見られた．
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Fig. 7.  Number of mulberry cultivars formed each size of lesions on the leaves by the inoculation with C. dematium.
a) Diameter of lesion: 0, no lesion; 1, below 7 mm; 2, 8_15 mm; 3, 16_25 mm; 4, over 26 mm. b) Isolate number
of C. dematium.  Conidial suspension was inoculated at punctured ( ) or intact ( ) sites of the leaves.



ｂ　実生苗から育成した系統の成葉に対する感受性

感受性または抵抗性が高い系統を選抜して，それら

の苗の育成後に得られた成葉に対する本菌の病斑形成

について検討した．感受性系統として系統番号４，12，

抵抗性系統として９，13，を選び，約4カ月間温室内で

育成して，それらの本葉が10～15枚展開した植物体を

用いた．これらのうち上位から４～５番目に着生する

成葉１枚を採取し，実験に供試した．接種は，上述の

ように作成した本菌の分生子懸濁液 (２×106個/ml)

10 µ lおよび菌叢片を葉面の有傷部に滴下および置床す

ることで行った．接種後は，約25℃の湿室内で７日間

保持した後，病斑形成を調査した．また，温室内で育

成した「ノイ」の成葉も同様に供試した．

その結果，分生子懸濁液接種の場合，病斑形成は系
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Fig. 9.  Ratio of mulberry cultivars in each species formed each size of lesion on the leaves by 3 isolates of C. dematium.
a) Species of mulberry: B, Morus bombycis; A, M. alba; M, M. multicaulis.  The number of cultivars of B, A, and M are
82, 62, and 104, respectively.  Diameter of lesion: , no lesion; , below 7mm; , 8_15 mm; , 16_25 mm;

, over 26 mm.

Fig. 8.  Ratio of mulberry cultivars in each ploidy formed each size of lesion on the leaves by 3 isolates of C. dematium.
a) Ploidy of mulberry: 2, diploid cultivar; 3, triploid cultivar.  203 diploid and 55 triploid cultivars were used for the
experiment.  Diameter of lesion: , no lesion; , below 7 mm; , 8_15 mm; , 16_25 mm; , over 26 mm.



統番号４の葉で顕著に見られ，感受性系統12および

「ノイ」の葉でも比較的大きな病斑形成が見られたのに

対し，抵抗性系統９および13の葉では，顕著な病斑形

成は見られなかった (Fig. 11)．菌叢片接種の場合でも，

抵抗性系統９および13の葉では病斑形成は認められな

かった．

３．考　察

260品種に対する感受性試験では，供試した３菌株の

C. dematiumは，有傷あるいは無傷接種により大半のク

ワ品種に対して，病斑を形成した．しかし，その形成

程度は品種によって大きな差が見られ，「岩瀬」，「大早

生」，「群馬赤木」および「大和早生」等では，病斑が

全くあるいはほとんど形成されなかった．このことは，

本菌に対する感受性は品種によって異なり，上述した

品種の改変等により，さらに優れた形質を有する抵抗

性品種が作出できうることを示唆するものである．ま

た，各供試菌株において，無傷接種の場合よりも有傷

接種で病斑形成程度が大きくなる品種が多かった．こ

のことは，葉の表皮部が炭疽病菌の感染を抑制する一

因として機能していることを改めて示唆するものであ

り，表皮部の持つ一時的な感染抵抗性の強弱が本菌に
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Fig. 10.  Difference of lesion size between on young and on
mature leaves of each mulberry cultivar formed by C.
dematium.  Conidial suspension was inoculated at punc-
tured site of each leaf.  a) Diameter of lesion: 0, no lesion;
1, below 7 mm; 2, 8_15 mm; 3, 16_25 mm; 4, over 26 mm.
b) Mulberry cultivar: F10, “Kairyou_nezumigaeshi”; S1,
“Tsuruguwa”.

Fig. 11.  Lesion formation on the leaves of improved variety
inoculated with mycelial block or conidial suspension of C.
dematium at punctured site.  a) Each value represents the
average of four determinations. b) Variety of seedlings. See
Table 12.  , 10 µl of conidial suspension was placed at
intact site of each leaf; , Mycelial block was placed at
punctured site of leaves.
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Table 12.  Lesion formation on leaves of mulberry seedlings of each improved variety inoculated with C. dematium a)



対する品種感受性差異の大きな要因となっているもの

と考えられる．一般にクワ葉は，成葉化に伴い表皮部

が発達し硬化する傾向を示し，その程度も品種により

異なる(渡辺ら，1989)が，クワ葉の表皮細胞層および

クチクラ層の厚さは，クワ褐斑病菌Cercospora moricola

等に対する抵抗性に関与していることが知られている

(Govindaiah et al., 1990)．これらの事実はクワ葉の表皮

部が本菌に対する抵抗性に関与している可能性を示す

ものと思われる．

一方，病原菌の側から見た場合，今回供試した３菌

株間での各クワ品種に対する病原性の違いは明確でな

かった．このことより，本菌においては，レース分化

の可能性は少ないものと推察されるが，結論を出すた

めには，供試菌株を大幅に増やして検討する必要が

ある．

また，今回の試験において，260品種の感受性あるい

は抵抗性の程度を倍数性および系統別に比較した結果，

倍数性別の場合には２倍性品種よりも3倍性品種で抵

抗性が高い傾向が見られた．ウリ科野菜の炭疽病菌で

あるC. lagenariumに対する抵抗性は，２倍性のものより

３または４倍性の宿主植物 (スイカ・キュウリ等) で高

いことが知られており (池上，1984b)，木本植物であ

るクワにおいても同様の傾向が見られたことになる．

次に，系統別で比較した場合は，明瞭な違いはないも

のの，大きな病斑を形成した品種の割合は，カラヤマ

グワ系がヤマグワおよびログワ系品種に比べ高かった

ことから，カラヤマグワ系が比較的高い感受性を有す

るものと考えられる．

各供試クワ品種の若葉および成葉に対する感受性差

異を検討した結果，成葉は若葉に比べ高い抵抗性を示

すことが明らかとなった．その理由の一つとして，成

葉では表皮細胞層が肥大し葉が硬化していることが挙

げられる．一方，クワ葉の動的抵抗性因子としては

ファイトアレキシンがあり，その生成および蓄積量は若

葉よりも成葉で多いことが知られている (白田，1984)．

成葉で見られる本菌に対する抵抗性の発現には，この

ような抵抗性因子も関与していることが十分に考えら

れる．

今回，育種途中にある47の交配系統について本菌に

対する抵抗性を比較した結果，交配用の親にタイ産の

クワ (品種「ノイ」)を用いた系統において，感受性が

高い傾向が見られた．このことから，「ノイ」は本菌に

対して強い感受性因子を持つ品種，あるいは抵抗性因

子が少ない品種である可能性が考えられる．また，本

菌に対する感受性 (罹病性)の遺伝様式については，さ

らに詳細な検討が必要であるが，「ノイ」の交配系統で

いずれも感受性が高かったことから，感受性の形質は

優性的に遺伝することが推察される．一方，病原菌に

対する宿主植物の特異的抵抗性の遺伝的背景を説明す

るものとしてFlorの提唱した遺伝子対遺伝子説 (Gene-

for-gene hypothesis)が知られている (平井ら，1989)．こ

の考えは，病害抵抗性が優性の形質として遺伝的支配

を受けているという原則の上で成り立っているが，本

菌とクワとの関係においても，こうした遺伝子対遺伝

子理論が適応するのかについては，興味深い研究課題

である．また，実生苗で抵抗性または感受性を示した

交配系統について，その後さらに生育させて得られた

成葉の感受性程度を調査した結果，成葉と実生苗での

感受性程度はほぼ比例することが認められた．このこ

とは，クワの実生苗が，本菌に対するクワ品種または

系統の感受性検定用の検定植物として利用できること

を示唆するものである．

� クワ炭疽病菌C. dematiumによるクワ炭疽病

の発生生態

C. dematium (＝C. morifolium)による本病の発生につ

いては若干の記載 (木村，1979；高橋，1988) はあるも

のの，年間を通した詳細な調査はなされていない．本

章では，当研究所内の桑園圃場において，本病の自然

発生の定点調査を行い，発生消長を明らかにするとと

もに，クワ葉の時期別および葉位別での本菌に対する

感受性の差異についても，発病調査ならびに接種試験

により検討し，自然発病との関連について考察した．

また，1994年６月下旬に，当研究所内の育苗床におい

て，育種用に育成された実生苗で，移植直後に本病の

突然の激発症例が観察された．そこで，育苗床での本

病の発生生態を調べるとともに，激発時の育苗床にお

ける伝搬試験により，伝搬経路についての検討を行っ

た．さらに，この育苗床での激発の要因として，植物
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体中の栄養条件の可能性が示唆されたことから，クワ

の施肥条件，特に窒素施肥量と本病発生との関連につ

いて検討した．

また，本病の発生消長の結果より，本病の越冬源(第

一次伝染源) は桑園土壌中のC. dematiumであると考え

られたので，本菌の冬期における土壌中の越冬性およ

び越冬形態について調べた．

１．圃場における発病とその拡大

（1）材料および方法

ａ　自然発病定点調査

本病の発生消長を知る目的で，桑園圃場における自

然発病の定点調査を行った．調査圃場は当研究所内の

桑園内とし，植え付け約17年後のクワ品種「しんいち

のせ」の春切り株 (３月に株の基部から枝を伐採) 30株

および植え付け約９年後の夏切り株 (３月および６月

に伐採) 50株を調査対象株とした．なお，対象とした

これらの株は畝状に植えられており，株高はいずれも

30～40cmで，株基部からそれぞれ10～15本の枝条を

垂直～平行の角度に渡って伸ばしている．調査時期は

８月～11月までの間とし，毎月１回の調査を春切り株

では1993年および1994年の２年間，夏切り株では1993

～1995年までの３年間行った．また調査内容は，各株

の枝条の中から５～８本の枝条を選び出し，それらに

着生する葉の中で本病の典型的な病斑を有する葉の数

を計測するものとした．罹病葉の計測は，地面からの

高さ別に３段階，すなわち地面～50cm，51cm～120cm，

121cm以上に分けて行った．

ｂ　クワ枝条における葉位別発病調査

クワの葉位と本病発生との関係を見る目的で，葉位

別の自然発病調査を行った．上述と同様の「しんいち

のせ」の夏切り株において，標準的な長さの３種類の

枝条，すなわち直立枝，地表面とほぼ平行な枝および

両者の中間的な角度の枝を選び，これらの枝条に着生

する全てのクワ葉について上述と同様に自然発病調査

を行った．なお，発病が見られた葉についてはその病

斑数によって，１～３個(少)，４～10個(中)，11個以

上 (多)の3段階に分けた．また，調査は1993年および

1994年の10月に行い，各回3株について調査した．

ｃ クワ炭疽病菌の時期別および葉位別圃場接種

試験

クワ葉の本菌に対する感受性の程度を時期別および

葉位別に見る目的で，次のような圃場接種試験を行っ

た．C. dematium S8901株を供試菌株とし，前述と同様

に調製した分生子懸濁液 (約106個/ml) を接種源とし

た．また，供試したクワ株は植え付け約８年後の品種

「しんいちのせ」の春および夏切り株とし，春切り株で

は1996年の７～10月，夏切り株では1995年の９月およ

び10月に，各株で1本選出した枝条に着生する全ての

葉に上述の接種源をスプレー器で噴霧接種した．接種

は毎月１回２本の枝条に行い，接種後は枝条をビニー

ル袋で一晩被覆した．14日後に病斑形成の有無を調べ，

形成葉についてはその病斑の占める面積により，１～

30％ (軽微)，31～60％ (中間)，61％以上 (激しい)の

３段階に分けて評価した．

（2）結　果

ａ　定点調査

自然発病の定点調査を行った結果，調査年における

本病の初発は，いずれの年も６月下旬～７月上旬にか

けて観察された．春切り株では，発病葉数は調査年に

よって数の変動は見られたが，いずれの年も８月には

少なく，その後次第に増加し11月に最大となった．ま

た，高さ別で見た場合，いずれの月でも地表面に近い

部位での発病が多く，11月には中間及び上位の葉でも

発病が比較的多く見られた (Table 13)．また発病程度

も，各調査月において地表面に近い部位での葉で高い

傾向を示した．夏切り株の場合も，年別により変動は

あったが春切り株とほぼ同様の発生消長を示し，いず

れの月も地表面に近い部位での発病が多く見られた．

ｂ　枝条における葉位別発病調査

夏切り株の葉位別発病調査の結果をFig. 12に示した．

1993年の調査では，各株それぞれの３種類の枝条で，

その発病部位と葉位との間に共通の傾向は見られな

かった．しかし，いずれの株も地表面とほぼ平行な枝

条では，葉位に関係なくほとんどの葉で発病が見られ
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た．また，これ以外の２本の枝条についても，比較的

地表面に近い部位の葉での発病が目立つ傾向にあり，

発病程度も平行な枝条の葉と比較して軽微であった．

この傾向は1994年の調査でも認められた．

ｃ　時期別および葉位別接種試験　

夏切り株について，接種試験を行った結果，９月お

よび10月とも上位および中間に位置する葉で発病しや

すい傾向が見られた (Fig. 13)．また，発病程度は10月

より９月で大きかった．

春切り株についての葉位別発病程度は，接種した月

により変動が見られたが，７月以外の月では下位葉よ

りも上位葉で発病しやすい傾向が見られた．７月の接

種では，先端葉(接種後の保持期間中に展開した葉)を

除いたほぼ全ての葉で発病が見られた．また，発病程

度を月別で比較した場合，特に７月および10月の大部

分の発病葉で発病程度が大きかった．

２．育苗床での激発と菌の伝搬経路

（1）材料および方法

ａ　クワ育苗床　

激発の見られた育苗床は，毎年新系統の実生クワ苗

を育成する場であり，その大きさは約53.7m×39mで，

内部に植え付け用の床土の入ったコンクリート製のフ

レーム (約7.1m×1.4m) を28箇所配置している．その

フレーム内の床土に，温室内で芽出し後に生育させた

クワ実生苗を毎年６月頃移植し，２～４ヵ月間育成し

ている．なお，本病激発時には，幾つかのフレームに

おいて，実生苗ではなく２～５年生の複数の品種から
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Table 13.  Number of leaves with symptoms of anthracnose per mulberry tree in fixed points of the field



なる立毛のクワが１フレームあたり３～７株植えられ

ており，各株それぞれの枝条にはクワ成葉が着生して

いた．また，この育苗床施設の地面は，フレーム周囲

で不耕起の土である以外は全てコンクリートで覆われ

ている．フレーム内の床土については苗の移植前に常

法によるクロールピクリン消毒がなされており，移植

後の苗は，フレーム周囲に設置されてある自動潅水装

置で1日当たり30分×２回の潅水および適量の施肥に

より管理した．この育苗床内部の平面配置をFig. 14に

示した．また，本病激発時に，各フレーム内で栽培さ

れていたクワの種類および系統をTable 14に示した．

ｂ　自然発病調査

育苗床内での本病発生の調査は２回行った．１回目

の調査は本病の初発が見られた1994年６月下旬，２回

目の調査はおよそ２ヵ月後の1994年８月下旬に，それ

ぞれ各フレームごとに行った．実生苗を移植してある

フレームについては10株をランダムに選び出し，それ

ぞれの苗の葉にある本病病斑の有無により発病を確認

し，その発病株の数により発病度を４段階に分けた．

すなわち，０株(－)，１～２株(+)，３～５株(++)，６

株以上 (+++)とした．また，立毛クワについては，地

際部の葉での発病葉数により，０枚 (－)１～５枚 (+)，

６枚以上 (++)の３段階に分けた．

ｃ　伝搬試験

本病の伝搬経路について，本病の激発した育苗床を

モデル実験圃場として，同年７月上旬に検討した．

①伝搬試験区の設定：　伝搬試験のための試験区を

育苗床の中の３箇所に設定した．Ａ区：本病激発苗の

植え付けられているフレーム内，Ｂ区：Ａ区に隣接し，

28

農業生物資源研究所研究資料 第 1号（2002）

Fig. 12.  Natural anthracnose disease in a shoot holding
at different angles (a: ca. 90°, b: ca. 45°, c: ca. 0°) of
summer_pruned trees.  Each square of a vertical line
represents a leaf of a shoot.  Disease severity of a leaf
based on number of lesion : , not diseased; ,
slight; , moderate; , severe.

Fig. 13.  Anthracnose disease in shoots inoculated with
C. dematium on each month.  Each square of a vertical
line represents a leaf of a shoot.  Disease incidence of a
leaf: , not diseased; , slight; , moderate; ,
severe.



２～５年生の立毛クワが植えられているフレーム内，

Ｃ区：Ａ・Ｂ両区からほぼ同じ距離にありクワが植え

られていないフレームの外側，の３区とし，以下の試

験を行った．設定した試験区の場所をFig. 14の平面配

置図の中に示した．なお，Ｂ区に植えてあるクワの地

際部付近の葉には，自然発病による病斑が苗の植え付

け時に複数個観察されていた．

②検定苗の設置：　植え付け後に激発の見られた苗

と同系統で，本葉が３～４枚展開した健全実生苗(♀大

唐桑×♂はやてさかり)を検定植物とし，それらを１個

体ずつ直径4cm，高さ5.5cmのプラスチックカップに

移植した．これを各試験区それぞれの５箇所に設置し，

どの苗が発病するかにより本病の伝搬経路を推定した．

すなわち，各区において (a)地面から約40cmの高さの

所，(b) 地面から約80cmの所，(c) 地面，(d) 地面に

置いた直径22cmの円形プラスチックバットの上，(e)

地面に置いた直径34cmの円形プラスチックバットの上

の各所に苗を設置し，設置はいずれも３ポットずつと

した．また，苗の生育不良の影響を見るために (c) 所

だけは比較的生長不良の苗を３ポット増やして設置し

た．設置期間は３日間で，その間に降雨が計約７時間

あった．設置完了後はポットを約25℃の湿室に保持し，

その後は室内に移し６日後に発病調査を行った．調査

は苗の葉に出現した赤褐色の病斑の有無で判定し，そ

の病斑数の程度により，０個 (－)，１～３個 (+)，４

個以上 (++)の３段階に分けて表示した．

（2）結　果

ａ　育苗床における炭疽病の激発

発病の見られた苗は葉に褐色の壊死斑が現れ (Fig. 15

_1)，発病程度が著しい場合では落葉も認められた．

これらの病斑部から常法により分離を行った結果，C.

dematiumが分離され，分離菌株の分生子懸濁液および

菌叢片は健全クワ葉に病原性を示した．

発病の見られたフレームでは，発病の程度に差は見

られるものの，フレーム内全面の苗に発病が拡がり，
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Fig. 14.  Schematic plane representation of the nursery bed. Number in each square indicates the frame No. for
transplanting the seedlings.  Three places designated ‘A’, ‘B’ and ‘C’ represent the experimental plots set up
for the transmission test.  The ground is covered with concrete, except that the areas depicted with are
covered with unplowed soil.  ‘S’ : shed.
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Table 14.  Natural infection of mulberry seedlings and trees in frames in the nursery bed

Fig. 15_1.  Infected seedlings in the frame No. 3 (see Fig. 14).  
Fig. 15_2.  Growth recovery of infected seedlings.



その発病は苗の系統 (品種)に関係なく認められた．各

フレームにおける苗の発病程度をTable 14に示した．６

月下旬の初発時で，著しい被害が見られたフレームは，

３および４番のフレームであり，また，立毛のクワが

栽培されていたフレーム(２番) においてもその地際部

付近の葉で，本病の夏期に見られる特徴的なハローを

伴った病斑が数多く認められた．なお，苗の色で発病

程度を比較した場合，黄化した移植苗ほど発病が著し

い傾向を示した．２回目の調査日である８月下旬では，

発病苗は多くのフレームで見られるようになり，３お

よび４番等の激発フレーム内の発病苗は，一部のもの

は落葉後に枯死したが，大半の苗は落葉後も新葉を展

開し，生長を回復して枯死することはなかった(Fig. 15

_2)．しかし�章の３の手法により本病の潜在感染を

調べた結果，これら見かけ上生育を回復した大半の苗

の葉では，本菌が潜在的に感染していることが認めら

れた．

ｂ　伝搬試験

各試験区に設置した検定用苗の発病程度をTable 15

に示した．苗の発病は，Ａ区およびＢ区で見られ，Ｃ

区では発病は見られなかった．また，発病の見られた

区において設置場所別に見ると，c，dおよび e 所で発

病が見られ，特に c 所では顕著な発病が見られた．そ

れに対し，40および80cmの高さに設置した苗( a，b所)

では発病は観察されなかった．なお，これらの発病苗

の病斑上からは，本菌が分離された．

３．発病に及ぼす施肥の影響

（1）材料および方法　

ａ　供試クワ

試験に用いたクワ品種は「落井」および「しんいち

のせ」とした．無肥料土に緩効性肥料 (丸桑特２号)を

所定の窒素施肥量になるように加えて作成した土壌を

5000分の1aのワグネルポットに入れ，２種のクワ接木

苗を５月26日に定植した．土壌中の窒素施肥量は，10a

換算で 0，5，15，30，60kgになるように調製し，「しん

いちのせ」ではさらに22.5kgに調製した土壌も用いた．

なお，通常の栽培で標準的な窒素施肥量は30kg/10aで

あり，22.5kg/10aは適正とされる窒素施肥量の最低量を

示している．定植後の管理はガラス室内で行い，肥料

の流亡を防ぐためポットの排水口に栓をして，灌水は

根腐れを防ぐため毎日数回少量ずつ行った．以上の管

理下のもとで育成し，無施肥土壌および施肥土壌(15kg

/10a)で育成した「落井」が生長を停止した時点，すな

わち８月18日および９月29日における各クワポットを

それぞれ１回目および２回目の試験用クワとして供試

した．

ｂ　感受性検定

各施肥条件のクワの枝先端から約10～15cm付近の

成葉を２または３ポットから３枚採取し，前述と同様

に調製・作成したC. dematium S8901株の分生子懸濁液

(３×106個/ml) 10µlを有傷および無傷滴下接種した．
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Table 15.  Formation of anthracnose lesion on the seedlings placed at various locations in the bed



また，菌叢片についても前述と同様に有傷接種した．

接種後は，湿室内で7日間保持した後，各葉での病斑

形成程度により，本菌に対する感受性程度を検討した．

（2）結　果

C. dematiumに対する各施肥条件のクワ葉が示す感受

性は，供試品種により大きく異なった．すなわち，感

受性品種である「落井」に対しては，両試験において，

窒素の施肥量に関係なく，分生子の有傷・無傷および

菌叢片接種いずれの接種によっても顕著な病斑形成が

見られた (Fig. 16)．一方，普及奨励品種「しんいちの

せ」に対しては，１回目の試験での分生子接種を除く

いずれの接種源または接種法でも，窒素施肥量が０，

５，および60kg/10aのクワで病斑が拡大する傾向が見

られた (Fig. 16)．
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Fig. 16.  Lesion formation produced by C. dematium on mulberry leaves grown in soil containing each amount of fertilizer.
Grafted sapling of each cultivar was planted in a pot on May 26, and mulberry leaves were used for the inoculation on
August 18 (A) and on  September 29 (B).  Each value represents the average of three determinations. , Conidial
suspension (10µl) was placed at intact site of leaves. , Conidial suspension (10µl) was placed at punctured site of
leaves. , Mycelial block was placed at punctured site of leaves.



４．土壌中および罹病葉での越冬

（1）材料および方法

ａ　分生子の土壌中での生存　

C. dematiumの分生子の野外での生存性について調べ

た．12月に野外より炭疽病菌の混在していない土壌を

採取し，ふるいに通した後水抜き穴を開けた直径９cm

のシャーレに約30g入れた．土壌中の他の微生物の影

響を除外するために，オートクレーブ滅菌 (121℃，20

分) 処理した土壌も用い，同様にシャーレ内に入れた．

これらのシャーレ内の土壌に，前述と同様にMSAの平

板上から調製したC. dematium S8901株の分生子懸濁液

(５×106個/ml)８mlを，薬耳で土をよくかき混ぜなが

ら噴霧器でスプレー接種した．接種土は，野外，およ

び雨または雪が入り込まない野外 (以降屋外とする)そ

れぞれに設置した．病原菌の生存および定量は，経時

的に土壌 (0.2g) を各シャーレから回収し，目的の菌の

分離により行った．すなわち，回収した各土壌の所定

の段階希釈液 (0.5ml)を，ストレプトマイシン(30mg/ l)

添加PSA培地の平板上にＬ字棒を用いて２枚のシャー

レにそれぞれプレートし，約５日間室内で培養後，各

シャーレに出現したコロニー数の平均値から土壌中の

生存分生子数を算出した．さらに，温室内で栽培した

感受性品種「落井」を採取し，剣山を用いて葉全体に

傷をつけた後，0.2gの土壌を1.8mlの蒸留水に懸濁して

作成した土壌懸濁液 (約１ml)を筆で葉の裏面に塗付接

種し，５～10日間湿室内で保持した後，本菌の生存を

剛毛を伴った病斑形成の有無によって確認した．また，

無病徴葉に関しては，本菌が潜在的に感染しているの

を確かめるため，�章の３で示した手法に従い，UVを

葉の裏面に５分間照射して病斑を顕在化させて感染を

確認した．なお，同条件下で調製した土壌懸濁液をク

ワ葉に接種した場合，病斑を形成しうる土壌中の分生

子最低密度は，約80個/g乾燥土であった．

ｂ　罹病葉中での生存

温室内で栽培したクワ品種「一ノ瀬」の成葉を12月

に採取した．これらの葉を上述と同様の手法で作成し

たS8901株の分生子懸濁液 (約106個/ml) 中に浸漬し，

湿室中に約７日間保持して葉全体に病斑を形成させた

後，風乾して乾燥罹病葉を作成した．また，同様に湿

室中に２日間保持して，葉に病斑が形成される前に風

乾した乾燥潜在感染葉も作成した．これらの葉を６～

10cm2に切断した後，厚紙で作った箱(12×24×５cm)

の中に上述と同様の自然土壌 (250g)とともに入れ，よ

く混和した後，箱をナイロンメッシュで覆った．これ

らの箱を上述と同様に野外および屋外に設置し，その

後経時的に各箱から罹病葉を取り出し，以下の２つの

手法で本菌の生存を確認した．①：取り出した葉を細

断して70％エタノールに約30秒浸漬後，PSA平板上に

移植し，さらにその上からストレプトマイシン1000ppm

液を10ul滴下した．約５日間培養後，菌糸生育の有無

で罹病葉中における菌の生存を確認した．②：それぞ

れの土壌中から0.5gの乾燥葉を取り出し，30mlの蒸留

水とともに50ml容のコニカルチューブに入れ，ホモジ

ナイザー(ヒスコトロン)で約30秒間粉砕した．磨砕懸

濁液を800×g，10分間遠心分離し，上清を捨てた後，

沈澱物に２～４mlの蒸留水を加え再び懸濁したものを，

剣山で傷を付けた「落井」の切り取り葉の裏面に筆で

塗付した．塗布後は湿室内に約10日間保持し，その後

病斑の出現の有無により本菌の生存を確認した．また

潜在感染についても上述と同様にUV照射により顕在化

させ，病斑形成の有無を確認した．

ｃ　室内環境下における罹病葉中での生存　

C. dematiumの罹病葉中での室内環境下における生存

について調べた．上述と同様に作成した乾燥罹病葉を，

滅菌した乾燥土壌を詰めた直径15cmのガラスシャーレ

に埋没させ，0，5，10，15，20，25，30，35℃に設定した

インキュベーター内に保持した．保持後は，罹病葉を

経時的に取り出し，上述と同様に分離を行い，菌糸生

育の有無で菌の生存を確認した．

（2）結　果

ａ　分生子の土壌中での生存

C. dematiumの分生子の野外土壌での越冬期間につい

て検討した結果，野外設置土壌からは，自然土壌およ

び滅菌土壌いずれにおいても，設置14日後まで菌は分

離された (Fig. 17)．屋外に設置した土壌からは，非滅

菌土壌から51日後まで菌は分離されたが，その間菌が
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検出されなくなる場合も見られた．なお，自然土壌か

らの分離では，他の土壌生息菌が多く分離された．

また，土壌懸濁液を健全クワ葉に塗布接種した場合

では，野外設置土壌および屋外設置土壌それぞれにお

いて，51日後および94日後までに回収した土壌の懸濁

液接種で病斑形成が認められた．

ｂ　罹病葉中での生存

罹病葉から本菌を経時的にPSA上で分離した結果，

菌は設置90日後まで検出された(Table 16)．120日後の

分離では，菌は検出されず，他の土壌生息菌が分離さ

れるようになった．また，菌の分離頻度は，回収日に

より変動が見られるものの，野外に設置した潜在感染

乾燥葉からの分離頻度が高い傾向を示した．また，罹

病葉の磨砕懸濁液をクワ葉に有傷塗布した結果では，

いずれの設置罹病葉および潜在感染葉の懸濁液とも，

設置150日後でも病斑形成が認められた．

ｃ 室内環境下におけるC. dematiumの罹病葉中での

生存

罹病葉から菌が分離される期間は，保持温度により

差が見られ，一般に低い温度で保持された罹病葉から

は，長期間菌が分離された(Table 17)．すなわち，０℃

で保持した罹病葉からは，菌は設置600日後まで分離さ

れ続けたのに対し，25℃または35℃で保持した罹病葉

からは，菌は120日後には分離されなくなった．
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Fig. 17.  Overwinter survival of conidia of C. dematium in soil at two locations in December 1997.  dAf Number
of viable conidia recovered from soil.  The number in each assay was evaluated based on the average number
of the colonies on two replicate plates.  Bars represent standard error of the mean.  dBf Lesion formation on
the leaf with setae: +, detected; _, not detected.  ( ) represents the latent infections revealed by irradiation with
ultra_violet rays.  Symbol: ○, in sterilized soil placed outdoors; ●, in nonsterilized soil placed outdoors; □,
in sterilized soil placed under the roof; ■, in nonsterilized soil placed under the roof.



５．考　察

本病の桑樹での自然発病を複数年にわたり調査した

結果，いずれの調査年においても，本病は６月下旬～

７月上旬の梅雨期にその初発が認められ，その後11月

の落葉期まで発病葉が増加すること，さらに，その発

病部位は地際部の葉から始まり，次第に上部の葉へと

垂直的に移行することが明らかとなった．また，本病

の初発は地際部の葉であることから，本病の第一次伝

染源は，病原菌が何らかの形態で混在している桑園土

壌ではないかと考えられる．すなわち，本病の第一次

感染は，土壌中で生存している本菌が雨滴あるいはト

ラクター等の管理機の走行等により，地際部の葉表面に

土とともに跳ね上げられ，葉面から侵入する経路によ

り成立することが考えられる．雨滴による土の跳ね返

りが病害の伝搬に重要な役割を持つことは，数種の炭

疽病菌で知られており(Buchwaldt et al.，1996；Eastburn

and Gubler，1990；Vizvary and Warren，1982；Muncie，

1917)，本菌においてもその可能性が十分に考えられる．

今回の自然発病調査において，地際部の葉で初発の

認められた本病は，その後晩秋期にかけて時間の経過

とともに，クワの上部に着生する葉へと移行する傾向

が認められた．発病移行と，葉の葉位との関係を発病

調査および接種試験により検討した結果，明確な関係

は認められなかった．すなわち，各クワ枝条における

葉位別の発病調査では，枝条の角度によって発病の葉
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Table 16.  Overwinter survival of C. dematium in infested leaves in soil placed at two locations in December 1997

Table 17.  Survival of C. dematium in infested leaves at various temperatures a)



位および程度が異なり，むしろ地面からの距離との間

に相関する関係が見られた．また，接種試験の結果で

は，自然発病が多く見られる下位葉と比較して，秋期

でないと発病が認められない上位葉が，本菌に感受性

である場合がほとんどであった．これらのことから，

本病の初期発生および発病移行には，葉位による感受

性の差異ではなく，圃場表面からの距離が強く影響し

ていると推察された．

本病はクワの全生育期間で発生するとされている(高

橋，1988) が，今回観察された育苗床における激発は，

クワの幼苗期でも条件が整えば本病の大発生を招くこ

とを改めて示唆するものである．激発をもたらした病

原菌の伝染源については，立毛のクワが栽培されてい

るフレーム内の土壌ではくん蒸消毒がなされていない

こと，また，その地際部の葉は苗の激発時からすでに

本病に罹病していたことから，これらのフレーム内の

土壌で生存していた病原菌が伝染源となった可能性が

考えられる．各種炭疽病菌の分生子の拡散には水が関

与することが多く知られている (Boudreau and Madden，

1995；Correll et al.，1994；小林，1994；築尾，1990)が，

フレーム内の灌水はその周囲に張られたパイプからの

一定時間のミスト状の散水により行われており，この

ミストおよび自然降雨により，フレーム内あるいはフ

レーム間に本菌の分生子が飛散することで育苗床内で

の発病が拡大・蔓延したものと考えられる．実際，伝

搬試験の結果では，２日間の設置期間中に病原菌が伝

搬され，設置した健全苗に感染した．地面に近接して

設置した苗ほど発病しやすい傾向を示したことは，地

面が重要な伝搬の媒体であることを示しており，土壌

に飛散した分生子が雨滴等とともに跳ね上がり，それ

が健全葉に付着して新たな感染を引き起こすという伝

搬経路が，この点からも支持される．なお，育苗床内

で激発した苗の大半は，その後生長を回復したが，こ

うした見かけ上健全な苗の葉では，本菌が潜在的に感

染していることが明らかとなった．こうした潜在感染

葉は，その後の重要な第二次伝染源となりうることが

容易に推察される．

今回の育苗床での激発の直接的な原因については不

明であるが，発病苗はいずれも植え付け直前には苗全

体に黄化が見られたことから，肥料不足による異常な

生理状態であったことが激発の直接的な誘因になった

と推察される．植物体内の栄養状態が病害発生に関係

することは古くから論じられており (池上，1984b；木

曽，1986；平井ら，1989)，本病の場合もその関係を明

らかにする必要があった．実際には，クワの肥培条件

を変えた場合の病原菌に対する感受性の程度は，クワ

品種により大きく異なった．感受性品種では，施肥量

の影響はほとんど見られず，いずれも同程度の大型病

斑を形成したのに対し，普及奨励品種では，施肥不足

あるいは過多条件下で感受性が高まる傾向が見られ

た．このことは，通常の普及品種を用いた栽培では，

適正な施肥条件が発病抑止に有効であることを示唆す

るものである．さらに，上記の育苗床での激発の要因

の可能性として述べたように，植物体の栄養状態の不

良は本菌に感染しやすくなることを改めて示している．

上述のC. dematiumによる本病の自然発生の消長およ

び育苗床での発生の実態から，本菌は桑園土壌で越冬

し，土壌中で生存していた菌が第一次伝染源となって

いる可能性が考えられた．そこで，本菌の分生子およ

び罹病葉中の本菌に着目し，これらの冬期における生

存性を調べた．C. dematiumの分生子は，二次的な伝染

源として大きな役割を担う (木村，1979)が，冬期野外

環境下では設置14日後までしか菌は再分離されず，分

生子混和土壌の懸濁液のクワ葉に対する病原性も設置

２ヵ月後には示さなくなった．本実験で行った土壌か

らの分離は，完全な選択分離培地を用いて行っておら

ず，他の雑菌により本菌がマスキングされている可能

性があり，土壌中の菌密度については正確には論じる

ことができない．しかし，経時的な分離結果から，自

然土および滅菌土中の生菌数はいずれの設置場所でも

減少し，野外設置ではその傾向が顕著であった．これ

らの結果から，本菌の分生子が単独で土壌で越冬し，

翌年の伝染源となる可能性は少なく，あるとしても，

その頻度は極めて低いものと考えられる．また，野外

以外に設置した土壌での本菌分生子の生存は，いずれ

も野外設置土壌中よりも長期であった．この結果は，

他の炭疽病菌で報告(Eastburn and Gubler，1992；Vizvary

and Warren，1982)されているのと同様に，降雨等によ

る土壌湿度の変化あるいは気温の変動が本菌分生子の

生存に影響を及ぼすことを示唆するものである．
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多くの炭疽病菌では，各宿主植物の葉 (Buchwaldt et

al.，1996；Norman and Strandberg，1997)，根(Dillard and

Cobb，1993)，果実 (Dillard and Cobb，1998；Wilson et

al.，1992)等の罹病残渣で越冬し，重要な第一次伝染源

となることが知られている．C. dematiumの罹病クワ葉

からの直接の分離では，菌は設置120日後には検出さ

れなくなったが，生存は健全クワ葉に対する病原性と

して，クワの新葉が芽生える時期である５月上旬まで

確認された．このことは，落葉した罹病葉残渣で本菌

が越冬できることを示唆するものである．

本菌の罹病葉中での安定した生存性は，室内実験に

よっても確かめられ，特に低温条件で長期間生存でき

ることが明らかとなった．こうした結果からも，本病

の罹病葉はC. dematiumの越冬源として重要な役割を持

ち，こうした罹病残渣の除去が，本病の効果的な防除

に役立つものと考えられる．さらに，今回の試験にお

いて見かけ上健全な罹病葉でも菌の長期にわたる生存

が確認されたことからも，潜在感染という感染様式で

菌が越冬することも重要な伝染源となりうることが示

された．

� クワ炭疽病菌C. dematiumの分生子の発芽・

形成誘導因子および潜在感染の顕在化

本病の主たる病原菌C. dematiumの分生子は，伝搬源

として重要な役割を果たしている．そこで本章では，

クワ葉上での分生子の発芽および形成形態を調べ，そ

の結果に基づき，本菌分生子の発芽および形成を誘導

する要因 (因子)を探索した．さらに，炭疽病菌の特徴

的な感染様式の一つに潜在感染 (latent infection)，すな

わち感染はしているものの，宿主は見かけ上健全であ

り，その後発病条件が整うまで病徴を示さない感染様

式がある(Muirhead and Deverall，1981；Verhoeff，1974

；Swinburne，1983)．本病においても潜在感染の可能

性が考えられていたが，必ずしも明確にされていな

かった．見かけ上健全な野外のクワ葉に紫外線を照射

したところ，潜在していた炭疽病の病斑が誘発された．

そこで本章では，本菌のクワ葉での潜在感染の実態に

ついて調べた．

１．クワ葉上での分生子発芽と初期感染

（1）材料および方法

ａ　供試菌株および分生子懸濁液の調製　

C. dematium S8901株を供試し，MSAの平板上で室内

環境条件下で培養した．培養５～８日目の菌叢の先端

から10～20mmの地点に形成された分生子をかきとり，

蒸留水で懸濁し，懸濁液をマイクロチューブに入れ，

5000×gで５分間遠沈する方法で２回洗浄した後，蒸

留水で分生子の濃度を約5×105個/mlとなるように調

製した．

ｂ　分生子の発芽率および付着器形成率の測定

上記の方法で作成した分生子懸濁液を，７あるいは

10µlずつスライドグラス上の２ヵ所に滴下した．この

スライドグラスを，湿室に保ったシャーレに入れて各

種温度に保った．一定時間後に分生子をラクト・フェ

ノール・コットンブルー溶液で染色し，固定後，光学

顕微鏡により分生子の発芽率および付着器形成率を調

査した．なお，一部の試験では発芽管長も調査した．

発芽率は400～500個の分生子の調査から，付着器形成

率は発芽分生子100～150個の調査から算出した．また，

発芽管長は，分生子の長径まで至らない場合を１，長

径の１倍以上２倍未満を２，２倍以上３倍未満を３，

３倍以上を４とし，40～50個の平均値で示した．

ｃ　クワ葉煎汁液の調製

乾燥したクワ葉50gを1.5�の蒸留水で約10分間煮沸

した後に，煮汁をオートクレーブで殺菌処理したもの

をクワ葉煎汁液 (M液)とした．これを上述の方法で作

成した７µl の分生子懸濁液に７µl 添加することにより，

M液の発芽に及ぼす影響を調べた．なお，M液に２％

スクロースを加えたMS液および２％スクロース溶液の

影響についても同様に調べた．

ｄ　各種植物の葉面溶出液の調製

葉面の水溶性成分の分生子発芽に対する影響を見る

ために，クワ葉および非宿主植物のイネおよびヤブツ

バキ葉の葉面溶出液を作成した．Blakeman(1968)の手

法に従い，圃場で栽培されているクワ成葉 (品種「し
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んいちのせ」) 15枚，温室内で栽培したイネ成葉 (品種

「コシヒカリ」) 40枚および野外で植栽されているヤブ

ツバキ45枚の健全葉を採取した．採取は葉柄あるいは

葉の基部をハサミで切断することによって行い，組織

内液等の溶出を防ぐために切断面をパラフィンで封じ

た後，クワ葉およびヤブツバキ葉では750ml，イネ葉で

は400mlの蒸留水を入れたビーカー内で１時間ゆるく

振とうした．振とう後，ガーゼで葉を除去し，ロータ

リーエバポレーター (約30℃) でそれぞれ50mlおよび

10mlに濃縮した後，ミリポアフィルター(0.45µm)で除

菌してそれぞれの葉の葉面溶出液とした．これらの溶

出液７µl を，上述の方法で調製した７µl の分生子懸濁

液にスライドグラス上で添加することにより，発芽に

及ぼす影響を調べた．

ｅ　各種植物葉の揮発性成分の捕捉

上述と同様のクワ成葉10g，イネ成葉５gおよびヤブ

ツバキ成葉７gをそれぞれ細断し，直ちに100ml容の三

角フラスコ内に入れ，約25℃に静置した．これらの細

断葉を入れた三角フラスコを，－20℃のエタノールに

下部を浸した三角フラスコとチューブでつなぎ，小型

ポンプで両フラスコの空気を循環させた．30分および

1時間後に，－20℃のフラスコ内に凍結状態で捕捉さ

れた揮発性成分を溶解し，これらの溶解液７µl を７µl

の分生子懸濁液にスライドグラス上で添加することに

より，揮発性成分の発芽に及ぼす影響を調べた．

ｆ　走査型電子顕微鏡観察試料の作成

温室内で栽培したクワ (品種「しんいちのせ」)の健

全葉を約１cm2に切断し，その表面または裏面に上述の

分生子懸濁液を10µ l 滴下し，約25℃の湿室内に保持し

た．1，3，6，9，11，15，18，21，24時間後に，0.1Mリン

酸緩衝液 (pH6.9)で調製した２％グルタルアルデヒド溶

液中に処理葉を浸漬し，約５℃で一晩前固定し，同緩

衝液で処理葉を洗浄した．その後，２％オスミウム酸

溶液で２～３時間約５℃で後固定し，アルコール系列

で脱水後，酢酸イソアミルで置換した．置換後は臨界

点乾燥装置 (日立HCP_1)で処理葉を乾燥し，イオンス

パッタリングによって金粒子を蒸着した．これらの蒸

着試料は，走査型電子顕微鏡 (日本電子JSM_6301F)を

用いて観察し，葉面上に付着した分生子の発芽率およ

び付着器形成率，分生子および付着器の着生部位等を

調査した．各区２～３試料を用意し，１試料当り約60

個，合計120～180個の分生子について調査した．なお，

同様にイネおよびヤブツバキ葉上における本菌分生子

の発芽形態も観察した．

ｇ　分生子のクワ葉への侵入時間の推定　

分生子がクワ葉への侵入を成立させる時間を調べる

ため，ネイルエナメル(透明のマニキュア液)処理(Brown，

1975) により検討した．上述と同様の方法で分生子懸

濁液を滴下したクワ葉を湿室内に保持し，1，3，6，9，

11，15，18，21，24時間後に接種葉をそれぞれ取り出し，

葉面上の分生子懸濁液を完全に風乾した後，その分生

子懸濁液滴下部を覆うようにネイルエナメルを塗布し

た．乾固後，ネイルエナメルとそれに付着した分生子，

発芽管および付着器をピンセットで丁寧に除去した．

この処理をもう一回繰り返した後，接種葉を湿室内に

保った．その後，接種葉で病斑形成の有無を調べるこ

とによって，菌の侵入が成立する時間を推定した．

（2）結　果

ａ　発芽に及ぼす諸因子の影響

①分生子の発芽と時間との関係：　分生子の発芽，

付着器の形成および発芽管の伸長について経時的変化

を調査した．蒸留水に懸濁した分生子は１時間後から

発芽が認められ，発芽率は時間の経過とともに増加し，

24時間後には約35％となった (Fig. 18)．付着器の形成

は6時間後に認められ，15時間後の形成率は80％以上

に達した．また，発芽管の長さは時間の経過とともに

伸長する傾向が見られた．なお，スライドグラス上で

の発芽率は，分生子の成熟度等の条件によって振れが

見られ，24時間後の調査では約10％から40％までの範

囲にあった．

②分生子の発芽に及ぼす各種養分の影響：　M液，

MS液および２％スクロース溶液の発芽，付着器の形成

および発芽管長に対する影響を調べた．発芽率は蒸留

水および２％スクロース溶液中では，それぞれ23％，

37％であったのに対し，M液およびMS液中ではそれぞ

れ84％，80％と高い値を示した．しかし，付着器の形
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成率は，蒸留水および２％スクロース溶液ではそれぞ

れ94％，98％と高かったのに対し，M液およびMS液

ではそれぞれ59％，75％と比較的低い値を示した．ま

た，発芽管はM液およびMS液で長くなる傾向が認め

られた．

③分生子の発芽に及ぼす葉面溶出液の影響：　葉面

溶出液の発芽，付着器の形成および発芽管長に対する

影響を調べた．付着器の形成率は溶出液と対照の蒸留

水との間に明確な差は見られなかった．発芽率はクワ

葉面溶出液の添加により顕著な増加が認められた．ま

た，イネ葉およびヤブツバキ葉の葉面溶出液を添加し

た場合の発芽率もクワの場合と同程度に高い値を示し

た．しかし，イネの葉面溶出液の添加ではクワの場合

とは異なった発芽形態が観察され，特に発芽管が長く

なる傾向が見られた (Fig. 19)．また，その形成割合に

大きな違いはなかったものの，一つの分生子に形成さ

れる付着器は充実が悪く，数も少なくなる傾向が見ら

れた．

④分生子の発芽に及ぼす揮発性成分の影響：　分生

子の発芽および付着器の形成に対する揮発性成分の影

響を調べた．いずれの植物葉から得られた揮発性成分

についても，発芽率は増加し，特にクワ葉からの30分

後に捕捉して得られた成分で最も強い発芽誘導活性を

示した．しかし，付着器形成率に対して揮発性成分は

影響を与えず，発芽形態にも大きな違いは認められな

かった．

ｂ クワ葉上での発芽，付着器形成および組織への

侵入

①クワ葉面での発芽率・付着器形成率：　クワ葉面

上における分生子の発芽率および付着器形成率を走査

型電子顕微鏡で観察した．クワ葉の表面および裏面そ

れぞれについて調べた結果，接種24時間後の発芽率は，

表面において91％，裏面においても68％で，いずれ

もスライドグラス上での発芽と比較して，高い発芽率

を示した．付着器形成率は，表面では87％とスライド

グラス上での割合とほぼ同じであったのに対し，裏面

では64％と形成率がやや低下した．

②クワ葉面上における分生子発芽の経時的変化：

分生子のクワ葉面 (表面)上での発芽率，付着器形成率

および発芽管長が，時間の経過とともにどのように推

移するか調べた．発芽率は接種3時間後に74％，６時

間後には90％以上に達した (Fig. 20)．付着器形成率も

接種３時間後には認められ，６時間後までに急激な増

加を示した．発芽管長は接種６時間以降ほぼ一定の長

さを保ち，15時間以降ではスライドグラス上での発芽

管長と比較して短かった．

③葉面上における発芽分生子の形態：　クワ葉面上

の分生子の発芽は片方あるいは両方の先端部付近で起

こり (Fig. 21)，発芽管先端に付着器が形成された．発

芽管の長さは一般に短いが，付着器が形成されない場

合には，発芽管が長くなる傾向を示した．また，一部

の分生子では，発芽管先端に別の分生子を形成してい
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Fig. 18.  Conidial germination, appressorial for-
mation and germtube length of C. dematium
on glass slides at different incubation periods.
Conidial suspension was incubated at 25℃ in
the dark.  a) Each value represents the average
of 40_50 determinations.  Length of germtubes:
1, under the length of conidia (23_33 µm); 2,
1 to 2_fold of the length of conidia; 3, 2 to 3_
fold of the length of conidia; 4, over 3_fold of
the length of conidia.■, germination; ●,
appressoria; ▲, germtubes.
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Fig.19.  Conidial germination and appressorial formation of C. dematium in distilled water (A) and in a
solution with water_soluble components from rice leaves (B) on a glass slide 24 hr after incubation.
a: appressorium, c: conidium, g: germtube.  Bars = 50 µm

Fig. 20.  Conidial germination, appressorial for-
mation and gemtube length of C. dematium on
mulberry leaves at different incubation periods.
Inoculated leaves were incubated at 25℃ in the
dark.  a) Each value represents the average of
40_50 determinations.  Length of germtubes:
1, under the length of conidia (23_33 µm); 2, 1
to 2_fold of the length of conidia; 3, 2 to 3_fold
of the length of conidia; 4, over 3_fold of the
length of conidia. ■, germination; ●, appres-
soria; ▲, germtubes.



るものも認められた．付着器が形成される位置は，葉

の表側ではほとんどが表皮細胞上であったが，裏側で

は表皮細胞上の他に孔辺細胞上あるいは気孔内部での

形成も観察された (Fig. 22)．

非宿主植物であるイネおよびヤブツバキ葉上におい

ても，分生子の発芽は葉の表裏に関係なく認められた．

しかし，分生子の形態はクワ葉上とは異なり，イネ葉

上では，クワ葉上と同様なものも一部観察されたが大

部分は発芽管が異常に長く，付着器もほとんど観察さ

れなかった (Fig. 23)．ヤブツバキ葉上では，典型的な

付着器を形成したが，発芽管長はクワ葉上のものと比

較して長めであった (Fig. 24)．

④分生子のクワ葉への侵入成立時間：　発芽分生子

が葉内へ侵入を成立させる時間を，ネイルエナメル処

理により推定した．保持時間が15時間までの接種葉で

は病斑形成が見られず，18時間以降の接種葉で病斑形

成は認められた．また，本菌の侵入は成立しているが，

潜在化している場合も考えられたので，本章の３で示

した手法により，処理13日後の接種葉の裏面に紫外線

を５分間照射して潜在感染を顕在化させた．この処理

においても保持時間が15時間までの接種葉では病斑形

成が見られなかった．以上のことから，分生子の侵入

成立には，接種後15～18時間かかるものと推定された．

なお，接種24時間後にネイルエナメル処理を行った

接種葉を走査型電子顕微鏡で観察した結果，分生子，

発芽管，付着器の存在は認められず，付着器からクワ

葉内に侵入した菌糸 (穿孔糸)が剥離されてできたと考

えられる直径約0.5µmの穴が見られた (Fig. 25)．また，

処理後のネイルエナメルには，分生子，発芽管および

付着器が多数付着していた (Fig. 26)．

２．葉中に含まれる分生子形成誘導因子

（1）材料および方法

ａ　乾燥クワ葉からの分生子形成誘導因子の抽出

圃場の健全クワ葉を採取，風乾して得た乾燥葉から

分生子形成因子の抽出を試みた．1.5gの乾燥葉を直径

2.5cm，高さ5.5cmのガラス製管ビンに入れ，メタノー

ル，アセトン，50％アセトン，または酢酸エチルをそ

れぞれ20ml入れ，１時間抽出した．その後，抽出液を

最終的に蒸留水で５mlに濃縮して，各粗抽出液とした．

これらの粗抽出液の分生子形成活性は，本菌分生子の

形成がほとんど見られない培地であるPSA平板上で

行った．すなわち，本菌をPSAの平板上に移植し，菌

叢の直径が２～３cmぐらいに生育した菌叢の先端部

に，各粗抽出液を３µl滴下した．滴下後は，25℃のイ

ンキュベーター内で４日間明条件下で培養し，その間

各粗抽出液滴下部において，分生子形成の有無を調べ

た．分生子形成の有無は，Fig. 27に示したように，肉

眼でも容易に確認できた．
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Fig. 21.  Conidial germination and appressorial formation of C. dematium on a mulberry leaf
(cv. Shin_ichinose) 9 hr after inoculation.  a: appressorium.



ｂ　各種植物乾燥葉の抽出液の分生子形成誘導

Table 18に示した24種の植物乾燥葉を供試し，上述

と同様に50％アセトンで抽出後，濃縮して得られた各

粗抽出液の分生子形成活性について上述と同様に調

べた．

ｃ クワ葉中に含まれるアミノ酸・ビタミンの分生

子形成誘導

クワ葉に含まれる16種のアミノ酸および10種のビタ

ミン(Horie et al.，1985)について，それらの分生子形成

活性を調べた．供試したアミノ酸はAsp，Thr，Ser，Glu，

Pro，Gly，Ala，Val，Met，Ileu，Leu，Tyr，Phe，Lys，His，

Arg，ビタミンはthiamine，riboflavin，pantothenate，nic-

otinic acid，pyridoxine，biotin，folic acid，choline，inositol，

α_tocopherolであり，それぞれ，１％の懸濁液または混

濁液を作成し，上述と同様に本菌の菌叢先端部に３µl

滴下し，24時間培養後に分生子の形成を調べた．
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Fig. 23.  Conidial germination and appressorial formation of C. dematium on a rice leaf
(cv. Koshihikari) 22hr after inoculation.

Fig. 22.  Appressorium of C. dematium formed in a stoma.  a: appressorium, g: germtube,
s: stoma.



（2）結　果

ａ　乾燥クワ葉抽出液の分生子形成誘導

乾燥クワ葉から各種溶媒によって得られた粗抽出液

の活性を調べた．50％アセトン抽出液のみに誘導活性

が認められ，メタノール，アセトンおよび酢酸エチル

抽出液では認められなかった．0～100％の各濃度の含

水アセトンによる抽出液の誘導活性を同様に調べた結

果，滴下４日後では，0～60％アセトン抽出液で顕著

な活性を，70～80％アセトン抽出液では弱い活性を示

した．また，６月～８月に作成した葉位の異なるクワ

葉およびクワ枝条の乾燥標本から，上述と同様に50％

アセトンで抽出して得られた各標本の粗抽出液の誘導

活性について検討した．その結果，枝条の木質部以外

からの抽出液は，顕著な誘導活性を持つことが明らか

となった．なお，PSA平板上での分生子形成は，滴下

16時間後に肉眼で確認できた．また，50％アセトン抽

43

吉田重信：クワ炭疽病の生理・生態学的研究

Fig. 24.  Conidial germination and appressorial formation of C. dematium on a camellia
leaf 22hr after inoculation.

Fig. 25.  Hole (arrow) on the mulberry leaf (cv. Shin_ichinose) formed by removing a
infection peg of C. dematium with clear nail polish.  The leaf was treated with a nail
polish 24 hr after inoculation.



出液をオートクレーブ処理 (121℃，20分) した場合で

も，誘導活性は処理前のものと変わらなかったことか

ら，粗抽出液中の形成誘導因子は熱安定の物質である

と考えられた．この乾燥葉から50％アセトンで抽出し

た粗抽出液から，目的因子の単離・精製を試みたが，

単離には成功しなかった．

ｂ　各種植物乾燥葉の抽出液の分生子形成誘導

各植物葉由来の粗抽出液の形成誘導活性をTable 18

に示した．供試した24種の植物葉のうちライラックお

よびキャベツ以外の植物葉で誘導活性が見られ，その

中でも，クワ，イチゴ，ナスおよびシソの葉で顕著な

誘導活性が見られた．

ｃ クワ葉中に含まれるアミノ酸・ビタミンの分生

子形成誘導

クワ葉中に含まれる各種アミノ酸およびビタミンで，

分生子形成活性を示したのはbiotin (vitamin H) のみで

あった．0.001ppm～100ppm濃度のbiotinをPSA平板上

の菌叢先端に同様に滴下して，誘導活性を調べた．活
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Fig. 26.  Germinated conidia of C. dematium adhering to a nail polish.  Leaf
was treated with the nail polish 24 hr after inoculation. Bar = 50 µm.

Fig. 27.  Sporulation on the mycelial colony of C. dematium at the margin
(arrows) on PDA plate 24 hr after placing mulberry leaves extracts.



性は0.01ppm以上で見られ，１ppm以上で顕著であった

(Fig. 28)．biotin １ppm液について他の６種21菌株の

各種炭疽病菌に対する分生子形成活性について同様に

検討した．これらの菌株では顕著な誘導活性は見られ

ず，biotinが誘導活性を示したのはクワ炭疽病菌のC.

dematiumだけであった．

３．クワ葉での潜在感染の顕在化

（1）材料および方法

ａ　紫外線照射による病斑誘発

８月に，圃場より採取した見かけ上健全なクワ葉を

供試した．これらの葉をクリーンベンチ内の殺菌灯

(National GL_15，波長253.7nm)の直下約30cmの距離に

置き，葉の裏面に対し，紫外線を１～16分間照射した．

照射後は，葉を３～５日間湿室内に保ち，その後葉上

に病斑が顕在化してくるかを調べた．

ｂ 葉上におけるC. dematiumの紫外線照射による

影響

紫外線照射による本菌の病斑の顕在化は，単に葉面

上に本菌の分生子または菌糸が存在しており，紫外線

照射によって葉が損傷を受けることによってそれらの

表生菌が増殖して病斑が出現した可能性が考えられた

ので，以下の試験を行った．前述と同様にMSAの平板

上からC. dematium S8901株の分生子懸濁液 (106個/ml

以上) を作成し，クワ葉の裏面に噴霧接種した．接種

後は，10分間程風乾し，上述と同様に紫外線を一定時

間照射した．照射後は葉を細断し，PSA平板上に置床

して本菌の菌糸生育の有無により，生存の有無を確認
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Table 18.  Induction of C. dematium sporulation by 50% acetone extracts of various plants leaves



し，菌が完全に死滅する照射時間を調べた．

（2）結　果

ａ　紫外線照射によるC. dematiumの病斑誘発

見かけ上健全なクワ葉の裏面に紫外線を３～５分間

照射した結果，葉の表皮は徐々に褐変し，その褐変化

に伴い円形の灰褐色斑を多数形成した．これらの誘発

斑には分生子層，分生子および剛毛を多数形成し，そ

れらの形態により本菌をC. dematiumと同定した．また，

1，2，4，8，16分間葉に照射した場合，いずれの葉にお

いても病斑は誘発された．誘発斑は処理２～３日後か

ら認められ，経時的に誘発斑の大きさと数が増し，４

～６日後でピークに達した．誘発斑は自然発病の病斑

に比べて白色化の傾向を示し，周囲にはハローを作ら

ず，真円に近い形状となった．このため，葉での病斑

数も多発して癒合しない限り容易に数えることがで

きた．

ｂ 葉上におけるC. dematiumの紫外線照射による

影響

葉上に接種した本菌の紫外線照射による影響を調べ

た．紫外線を45秒間照射した場合，接種した本菌の約

90％が死滅し，１～２分の照射では100％死滅した．誘

発実験での照射時間は３～５分なので，この場合表面

の菌はほぼ死滅しているものと考えられた．さらに，

潜在感染葉の両面に10分間ずつ紫外線を照射した場合

も，裏面３～５分の照射の場合と同様に誘発斑が出現

したことから，病斑形成は葉面の付着分生子および菌

糸による可能性は低いと判断した．

ｃ　誘発斑における本菌の分生子形成と病原性

紫外線照射後に誘発された病斑部内の分生子層を顕

微鏡下で観察すると，鎌形の分生子が多数形成されて

おり，これらの形態は自然発病部で認められた分生子

形態と同じであった．また，接種による病原性試験で

も，自然病斑部からの分離菌と同様の病斑を形成した．

このことから，葉への紫外線照射は本菌分生子の形態

や病原性に影響を与えないことが考えられた．

４．考　察

一般に，糸状菌の胞子 (分生子 )は重要な伝搬源と考

えられ，その発芽形態・生理，またはその形成につい

ての研究は，古くから詳細に行われている．今回，本

菌の分生子の発芽について検討を行った結果，分生子

の発芽率は，スライドグラス上では低率であったのに

対し，クワ葉上では高率であった．糸状菌の発芽を支

配する要因としては，光，温度，胞子密度等さまざま

なものが知られている (平井ら，1989；冨山ら，1962)

が，本菌の分生子発芽にもクワの葉に由来する物理的
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Fig. 28.  Sporulation of C. dematium on PSA plate by placing each concentrated
(0.01 _10 ppm) biotin solution.



あるいは化学的要因が関与していると考えられる．ま

た，本菌の分生子は雨滴で伝搬されることにより新た

な感染が起きるが，雨等によりクワ葉面からしみ出て

きた成分が，葉面に付着した分生子の発芽を高めてい

ることも考えられる．事実，雨等によりにじみ出た成

分が葉面微生物の活動に好都合となる例も知られてい

る (木村，1987)．また，多くの植物は，青葉アルコー

ル等の揮発性成分を大気に放出し，周囲の生態環境に

さまざまな影響を及ぼす (畑中，1988)．しかし，植物

の揮発性成分の葉面糸状菌の胞子に及ぼす影響につい

ては，ほとんど知られていない (Brown，1922)．

こうした観点から，葉表面の水溶性成分である葉面

溶出液および揮発性成分に着目し，これらの分生子発

芽に及ぼす影響について調べた．両成分ともに分生子

の発芽を顕著に誘導したことから，両成分は分生子の

発芽誘導因子の１種であることが明らかとなった．し

かし，本菌の分生子が病原性を示さないイネおよびヤ

ブツバキ葉より抽出した両成分によっても同程度の発

芽誘導が見られたことから，これらに含まれる活性成

分はクワ特有の成分ではない可能性も考えられる．な

お，今回供試した両成分の濃度の影響については未検

討である．非宿主植物由来の成分では，高濃度になる

と分生子の発芽および付着器の形成を阻害することも

考えられ，この点は今後さらに検討を要する．また，

上記２成分の他に，乾燥クワ葉からの煎汁液によって

も発芽が顕著に誘導されたが，これは発芽と感染成立

に関与するのではなく，組織内に感染が成立した後の

病斑の拡大等に影響を与えるものと考えられる．

付着器形成に関しては，３種いずれの植物の葉面溶

出液および揮発性成分とも，対照との差がほとんど見

られず，付着器の形成を誘導する因子はこれらの成分

以外にあると考えられる．また乾燥クワ葉の煎汁液に

含まれる成分は付着器形成率を低下させた．付着器形

成については詳細な研究がなされており (Emmett and

Parbery，1975)，特に各種炭疽病菌については富栄養条

件下では，発芽管が伸長あるいは分枝し続けて付着器

形成が抑制され，反対に栄養飢餓の状態の下では促進

されることが知られている (Hasselbring，1906)．この

ような性質は，クワの病原菌である本菌でも同様であ

ると推察される．また，一般に付着器の形成には物理

的影響が大きいとする報告があり，クワについても物

理的な面からの検討が必要である．

クワ葉上では高率の発芽が認められたが，発芽自体

は非宿主植物のイネおよびヤブツバキ葉上でも高率で

認められた．このことは，発芽が宿主によって特異的

に誘導あるいは抑制を受けていないことを示唆してい

る．しかし，発芽の形態は宿主と非宿主で違いが見ら

れた．すなわち，イネ葉上ではその発芽管が異常に長

く，ヤブツバキ葉上でもやや長めの発芽管を持つもの

が多かった．こうした葉上での形態の違いは葉面溶出

液を添加した場合と同様であったことから，発芽形態

は，発芽時における葉面の成分に大きく影響されるも

のと考えられる．こうした形態の変化が感染力や病原

力に影響を与えているか否かについては，さらに多く

の植物を用いて検討する必要がある．

一般に炭疽病菌の分生子は宿主葉上で発芽し，付着

器を形成した後にそこから侵入菌糸を出して宿主内に

侵入することが知られている (Bailey et al.，1992)．本

菌分生子の場合もクワ葉上で同様の経過をとることが

明らかとなり，さらに今回ネイルエナメルを用いて侵

入の成立時間を調べた結果，好適条件下で接種後15～

18時間という比較的早い時期に侵入が成立するものと

推察された．

本菌の分生子は野外の葉の病斑上で，分生子層およ

び剛毛とともに多湿条件下で容易に形成される．一方，

培地上における本菌分生子の形成はPSAの平板上では

ほとんど形成されないのに対し，MSA等のクワ葉煎汁

液を含んだ培地では多量に形成される．こうした事実

から，クワ葉中に本菌分生子の形成を誘導する因子の

存在が示唆された．実際，クワ葉の抽出液には顕著な

誘導活性が見られた．この抽出液からの単離・精製は

できなかったが，誘導活性はクワ以外の複数の植物葉

の抽出液でも見られたこと，さらに，抽出液のオート

クレーブ処理によっても失活しなかったことから，抽

出液中の誘導因子は，クワ葉に特異的な成分ではなく，

熱安定の低分子物質であることが推察された．

そこで，クワ葉中に含まれるアミノ酸およびビタミ

ンに着目し，それらの誘導活性について検討したとこ

ろ，biotin (vitamin H)にのみ活性が認められた．biotin

は，熱安定で穀類，野菜等で１kgあたり数10µg含まれ
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(今堀・山川，1984)，細菌類の重要な生長因子とされ

る (志田，1981)．また，古くから糸状菌の胞子形成に

有効な物質として知られている(冨山ら，1962；Leaver

et al.，1947)．また，biotinは乾燥クワ葉中には１kgあ

たり約0.6mg含まれていることが知られており (柳川

ら，1988)，今回の実験において本菌の分生子形成誘導

に必要な濃度は0.01ppmであった．すなわち，通常の

葉中に含まれるbiotinの含量は，分生子の形成誘導に

必要十分である．さらに本物質の諸化学的性質は，上

述した葉からの抽出液の予備的な諸性質と合致するこ

とからも，葉中に含まれるbiotinが，本菌の分生子形成

誘導因子の一つであると考えられた．なお，本菌以外

の炭疽病菌６種21菌株に対する本物質の誘導活性は，

いずれも見られなかったことから，本菌は炭疽病菌の

中でも特異な分生子形成様式を持つ菌である可能性も

ある．

植物病原糸状菌の中には，宿主に侵入しても発病し

やすい条件がくるまで病徴を示さない，いわゆる潜在

感染するものが知られている (Muirhead and Deverall，

1981；Verhoeff，1974)．特に炭疽病では潜在感染が多

く認められ (Prusky and Plumbley，1992)，カンキツ類

(Brown，1975)，バナナ (Brown and Swinburne，1980)，

チャ (河野，1965)，テンサイ (築尾，1990)等で報告さ

れている．これらの事実から，クワ炭疽病でも潜在感

染の可能性が十分考えられていたが，これまで詳細な

研究はなく，その感染についても証明されていなかっ

た．紫外線をクワの葉の裏面に照射することにより，

本菌の病斑が顕在化することを確認した．これらの顕

在化した病斑は，自然病斑と比較して白色化の傾向を

示し，真円状となることが多く，内部には分生子層が

形成され，それらの形成範囲は同心円上に拡大する傾

向が見られたが，やがて病斑内で形成を停止した．顕

在化病斑内のある範囲にだけ分生子層の形成が見られ

た理由としては，①紫外線照射後，観察日までに菌糸

がその境界まで伸びた．②無病徴的に感染していた菌

糸が，紫外線照射時までにその範囲に到達していた，

等が考えられる．また，紫外線照射されたクワ葉は数

種類のファイトアレキシンを生成・蓄積することが知

られており (白田，1991)，誘発斑の大きさや分生子層

形成範囲の大きさの決定に関与している可能性もある．

葉面上に接種した本菌は，短時間の紫外線照射に

よって容易に死滅したことから，照射による病斑形成

が葉面の付着分生子による可能性は低いものと考え

られる．バナナ炭疽病菌では，付着器が耐性器官とし

ての役割を持ち，昇こうに耐性である (Muirhead and

Deverall，1981) ことから，クワ炭疽病菌の付着器が紫

外線照射に対して耐性であることも考えられる．これ

らのことを考え合わせると，紫外線照射によりクワ葉

上で顕在化された病斑は，葉の組織内で無病徴的に感

染していた菌糸，または付着器から再発芽した菌糸に

よる可能性が高いと推察される．なお，潜在感染葉の

紫外線照射葉片と非照射葉片をPDAの平板上に置いた

ところ，非照射葉片からは雑菌が多く出現し，そのた

め本菌の分離は困難であったが，照射葉片からは本菌

が優先的に伸長してきたので，分離は容易であった．

これは，葉面に生息していた雑菌の多くが紫外線照射

により死滅したためと推察される．さらに，紫外線照

射により本菌の分生子形態および病原性に変異を誘導

しなかったことから，紫外線照射はC. dematiumの分離

法としても有用であると考えられる．

病斑の顕在化を引き起こす紫外線照射の作用機構に

ついては現在のところ不明であるが，オオムギ子葉鞘

に紫外線を照射すると，うどんこ病菌の感染率が増加

する(山岡ら，1989・1990) ことからも，感染や発病を

阻害している機構の一部が紫外線により破壊あるいは

抑制される可能性も考えられる．しかし，この紫外線

照射による病斑誘発の機構については，今後に残され

た研究課題である．また，紫外線照射による潜在感染

誘発法は，各種作物の炭疽病の発生予察等にも応用で

きる可能性がある．イチゴ炭疽病では潜在感染株を判

別することが防除上の最重要事項とされているが，石

川ら(1992)はエタノール浸漬法とともに，本法が潜在

感染の顕在化に有効であることを明らかにしている．

� クワ炭疽病菌C. dematium感染罹病葉中に生

産される毒素　

C. dematiumによる本病発生において，野外で観察さ

れる葉での病徴，特に夏期に形成される病斑では褐変

部の周囲にハローを形成することから，本菌はクワ葉
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病斑部において毒素を生産して宿主細胞を殺している

ことが推察される．炭疽病菌で報告されている毒素は，

いずれも宿主非特異的毒素で，培養ろ液中から検出さ

れている (Bailey et al.，1992)．

本章では，本菌の培地中および罹病部から，健全ク

ワ葉に壊死斑形成を誘導する毒素の抽出を試み，その

抽出条件について検討した．また，毒素のクワへの病

原性に対する役割について考察を行うとともに，本成

分の単離・精製を行い，その物質同定を試みた．

１．罹病葉中での毒素の生産

（1）材料および方法

ａ　クワ葉病斑部からの抽出

圃場で栽培されているクワ品種「しんいちのせ」の

健全葉を採取し，前述と同様の手法により，MSAの平

板上で培養したC. dematium S8901株の菌叢片を葉に有

傷接種した．湿室内に７～10日間保持した後，形成し

た病斑褐変部をはさみで切り取った．その後集めた褐

変部を生重１gあたり10mlのアセトンに約30分間浸漬

し，抽出液を風乾後，蒸留水で病斑部生重１gあたり

200µlになるように濃縮し，ミリポアフィルター(0.45

µm) でろ過した．ろ過液を粗抽出液とし，試験に用い

た．対照液として，健全クワ葉から同様に抽出液を作

成した．

ｂ　毒性の検定

野外または温室内で栽培した感受性品種「落井」の

切り取り葉の10針で２回傷を付けた所に，上述の粗抽

出液を10µl滴下した．湿室条件下で２～３日保持した

後，葉に対する壊死斑形成の有無および壊死斑の大き

さにより抽出液の毒性活性とその程度を調べた．

ｃ　各種培地からの毒素の抽出

本菌を培養した各種培地から得られる抽出液の活性

を調べた．培地にはPSA，PDA，MSA，KB (proteose

peptone No.３　20g，K2HPO4 1.5g，MgSO4 1.5g，グ

リセリン　10ml，寒天　15g，蒸留水　1�)，Richards

(KNO3 10 g，KH2PO4 5 g，MgSO4・7H2O 2.5 g，FeCl3

５mg，スクロース　50 g，寒天　18 g，蒸留水　1�)

およびCzapek(NaNO3 2 g，K2HPO4 1 g，MgSO4・

7H2O 0.5 g，KCl 0.5 g，FeSO4 10 mg，スクロース

30 g，寒天　18 g，蒸留水　1�) の平板およびそれぞ

れから寒天を除去した液体培地を用いた．培養は，液

体の場合は300ml容の三角コルベン内に各培地を50ml

入れたもの，平板の場合は直径９cmのシャーレに流し

こんだものに，本菌の菌叢片を移植後，ともに25℃暗

黒条件下で７～14日間静置培養した．試験液は次のよ

うに作成した．液体培地の場合は，培養後遠心分離

(5000×g) で得られた各上清液を10倍濃縮し，ミリポ

アフィルター (0.45µm)でろ過した．平板培地の場合は

約20mlのアセトンを培地上に流し込み，30分間抽出後，

0.5mlに濃縮した液を同様にミリポアフィルターでろ過

した．これら各種の試験液を上述と同様に「落井」の

葉に有傷滴下した．また，クワ葉をオートクレーブ処

理して作成した熱処理葉に本菌を接種し，同条件下で

７日間無菌的に培養した葉からのアセトン抽出液も，

病斑部からの抽出法と同様の手順で作成し，試験に供

試した．なお，本菌を培養しない各培地のみから同様

に作成した抽出液を対照液として用いた．

（2）結　果

ａ　病斑部からの抽出溶媒

上述の手法で，アセトンを用いて抽出した結果，健

全葉からの粗抽出液では壊死斑形成が見られなかった

のに対し，病斑部からの抽出液では，葉脈に沿った顕

著な壊死斑形成が見られた (Fig. 29)．各種の抽出溶媒

を用いて，最適抽出条件を検討した．上述のクワ葉病

斑部を風乾した後に，エーテル，酢酸エチル，n_ブタ

ノール，70％アセトンまたはメタノールを乾燥葉1gあ

たり25ml入れ，30分間抽出後，１mlに濃縮した各粗抽

出液を「落井」の葉に同様に有傷滴下した．その結果，

活性は70％アセトンおよびメタノール抽出液で見られ，

それ以外の抽出液では見られなかった．また，活性は

70％アセトン抽出液でより顕著であったことから，各

アセトン濃度での抽出液を「落井」の葉および本粗抽

出液に対し感受性を示したモモ葉を用いて検討した結

果，クワ葉に対する活性は０～80％アセトン抽出液で

認められ，モモ葉に対しては，40～90％アセトン抽出

液で活性が認められた．70％アセトン抽出液は，両植
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物葉で比較的高い活性を示した．また，70％アセトン

抽出液を100℃で10分間処理しても，壊死斑形成の活

性低下は見られなかったことから，活性成分は熱安定

性であると考えられた．

ｂ　各種培地からの抽出液の活性

本菌を培養した各種培地中から活性成分を抽出し，

壊死斑形成の活性を調べた．いずれの抽出液でもクワ

生葉病斑部からの抽出液ほどの活性が見られず，活性

の有無に振れがあり，また対照液でも壊死斑を形成す

る場合があった．しかし，オートクレーブ処理葉に本

菌を接種して得られた抽出液は，類似の壊死斑を形成

した．

ｃ　接種葉の保持日数

クワ葉において，本菌接種後の保持日数と活性成分

の生成量について検討した．後述の単離・精製用の罹

病葉の作成法に準じ，本菌を感受性品種「落井」，抵抗

性品種「大和早生」および普及奨励品種「しんいちの

せ」の切断葉にそれぞれ接種し，25℃の湿室内で保持

した．その後経時的に接種葉から上述と同様に抽出液

を作成し，活性を調べた．その結果，接種によるクワ

葉の褐変は，通常接種２日後に見られるようになり，

約６日後ぐらいまでには葉全体が褐変化するが，壊死

斑形成の活性もほぼこの褐変程度に従って増加する傾

向が見られた．すなわち，活性程度を経時的に見ると，

一般に接種２日後から高い活性が見られ，４日後に

ピークに達し，６～８日後にかけて低下するパターン

を示した (Fig. 30)．なお，接種８日後において，「落

井」および「しんいちのせ」の接種葉では褐変程度が

著しく，葉組織の崩壊が激しかった．

ｄ　炭疽病病斑部各部位における毒性活性

本菌の菌叢片接種により形成された病斑の各部位か

ら得られた抽出液の活性を比較した．複数の病斑部を

用い，それぞれ①病斑褐変部，②病斑褐変部と健全部

の境界 (約５mm幅に切り，ハロー部を含む)部，③境

界部の外側の健全部に分けた．各部位を風乾し同じ重

さに調整後，上述と同様に70％アセトンで抽出・濃縮

し，各抽出液の各段階希釈液を「落井」の葉に有傷滴

下し，それぞれの活性を調べた．その結果，褐変部お

よび境界部では，ほぼ同程度の壊死斑形成活性が見ら

れた (Fig. 31)．
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Fig. 29.  Necrotic lesions on mulberry leaves
(cv. Ochii) appeared 3 days after placing
the lesion extract onto the punctured site
(left).  Acetone extract from healthy mul-
berry leaves was dropped on each leaf at
punctured site, as control.  Black points in
the center of the leaves correspond to the
sites that had been punctured and onto which
extract had been dropped.



２．毒素の役割

（1）材料および方法

ａ　各種植物葉に対する活性

Table 19に示したクワを含む17種の植物の健全切り

取り葉を供試し，上述と同様にアセトン粗抽出液を有

傷滴下し，壊死斑形成の活性を調べた．

ｂ　クワ各品種葉に対する活性　

当研究所内で栽培しているクワ品種のうち，本菌に

対して感受性および抵抗性を示す計８品種の切り取り

葉を供試し，上述と同様に活性を調べた．感受性品種

として「落井」，「長沙」，「彦次郎」および「竜川秋雨」，

抵抗性品種として「群馬赤木」，「金子」，「柳田」およ

び「大和早生」を供試し，３月に基部伐採した各品種

クワ株の新梢で最大光葉付近に着生している葉を６月

に採取し，これらの葉に上述と同様にアセトン粗抽出

液を有傷滴下した．さらに，同時に前述と同様に作成

した本菌の分生子懸濁液 (２×106個/ml) も有傷滴下

(10µl)し，各葉の本菌に対する感受性を確認した．
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Fig. 30.  Toxicity of lesion extracts obtained from each cultivar of inoculated mulberry leaves.  Mulberry cultivar: ■,
Ochii; ●, Yamatowase; ▲, Shin-ichinose.  Cut leaves immersed in conidial suspension of C. dematium were incubated
in moist chambers at 25℃ until extraction.

Fig. 31.  Toxicity of diluted extract obtained from each part of
lesion on mulberry leaves.  Each value represents the average of
two determinations.  Bars represent standard error of the mean.
Each extract was diluted with 50 ％ methanol.  Symbols: ●,
extract from brown parts of lesions; □, extract from border
parts between brown parts and healthy parts; △, extract from
healthy parts around lesions.



（2）結　果

ａ　各種植物葉に対する活性

アセトン粗抽出液の各植物葉に対する活性を調べた

結果，壊死斑形成の認められた植物はクワ以外には，

ダイズ，ナシ，ユリノキ，モモ，ハクモクレン，クズ，

ハクサイ，ダイコン等であり，特に，モモ，クズ，ダ

イコン葉で顕著であった (Table 19)．

ｂ　クワ各品種葉に対する活性

本菌に感受性または抵抗性を示す計８品種に対する

アセトン抽出液の活性を調べた．壊死斑形成の程度は，

感受性品種と抵抗性品種間で明らかに異なっていた

(Fig. 32)．抵抗性品種における壊死斑の大きさは，感

受性品種のものに比べ，いずれも小型であった．また，

本菌分生子に対する各品種の感受性程度も，壊死斑形

成程度とほぼ同様であった．分生子接種において，抵

抗性品種では病斑の形成は認められなかったが，前章

の３の手法により，葉の裏面に紫外線を照射すると，い

ずれの品種でもごく小型 (直径が３～６mm) の病斑が

形成され，本菌が潜在的に感染していた．

３．感染に関与する毒素の単離・精製

（1）材料および方法

ａ　抽出材料の大量作成および抽出

毒素の化学構造を明らかにするために，以下の方法

により病斑部試料を大量に調製し，毒性成分の単離・

精製を試みた．圃場より「しんいちのせ」の健全葉を

採取し，８～12cm2に切断した．それらの切断葉を前述

と同様に作成した本菌分生子懸濁液(約106個/ml)に浸

漬し，余分な水分を除去した後，湿室条件下に保持し

た．保持３～６日後に病斑形成を確認後，これらの罹

病葉を湿室から取り出し，抽出操作を行うまで－30℃

のフリーザーで保存した．抽出は，罹病葉の生重約３

kg (乾燥重で約650g相当) に対して21�のアセトンを

用いて約1時間行い，これを粗抽出液とし，以下の活

性成分の単離・精製に供試した．

ｂ　活性成分の検出　

各精製段階において活性成分を追跡するために，上

述と同様に「落井」の健全葉に，50％メタノールを用

いて所定濃度に希釈した各試験液を有傷滴下した．そ
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Table 19.  Toxicity of the lesion extract on various plants leaves



の後，滴下部における壊死斑形成の有無およびその大

きさにより，活性の有無および程度を調べた．

ｃ　分析機器

高速液体クロマトグラフィーは，Waters社製の626ポ

ンプおよび600Sシステムコントローラーを用い，検出

器は，同社製の996 Photodiodo array detecterを用いた．

カラムは，Shodex C18_5B (4.6×250 mm)またはShodex

PH_5B (4.6×250 mm)を用い，カラム温度40℃，流量

1ml/分として分離を行った．NMR測定は，日本電子製

JNM A600 FT_NMR Systemで，高速原子衝撃質量分析

(FAB_MS)は，日本電子製JNS SX 120Aを用いて行った．

（2）結　果

ａ　活性成分の単離・精製

病斑部より得られたアセトン粗抽出液から，活性成

分を単離・精製するためのスキームをFig. 33に示した．

500mlの粗抽出液を，水に転溶後，n_ヘキサンで分配

した．水相は希塩酸によりpHを2.3に調整後，酢酸エ

チルで分配したのち，常法により酸性画分と中性画分

に分別した．その後，各画分ともにシリカゲル (和光

純薬，C_200，クロロホルム／メタノール系) 次いで化

学修飾型シリカゲル (Varian Analytichem，Bondesil  C18

PART 1221_3012，水／メタノール系) を用いたカラム

クロマトグラフィーにより分画した．得られた活性画

分は，分取HPLC (水／メタノール／酢酸系，または水

／アセトニトリル系) に供試し，最終的に４種類 (Fig.

33中A～D) の活性画分を単一ピークとして単離した．

精製された各活性成分量は，いずれも0.1mg以下と微

量であった．

ｂ　単離した活性成分の化学的性質

単離した活性成分Ａ～ＤのNMRおよびFAB_MSによ

る構造解析を試みたが，いずれの試料も微量であった

ことから，スペクトルの帰属および構造決定には至ら

なかった．しかしながら，いずれの活性成分について

も1H_NMRスペクトルは弱いながらも観測されており，

若干の構造情報が得られた．活性成分Ａでは，1.0ppm

付近にメチルプロトン(triplet)，1.3ppm付近にメチレン

プロトン，7.2ppm付近に二重結合炭素に直結したプロ

53

吉田重信：クワ炭疽病の生理・生態学的研究

Fig. 32.  Toxicity of lesion extract and lesion formation by the inoculation with a conidial suspension of C. dematium on leaves
of mulberry for each cultivar.  dAf Necrotic lesion formed by placing a drop of the lesion extract.  dBf Anthracnose lesion
formed by the inoculation of a conidial suspension.  Ten µl of the extract or conidial suspension was placed on each leaf at
the punctured site, and observations were performed 3 or 7 days after placing, respectively.  Mulberry cultivar: 1, Ochii; 2,
Chyousa; 3, Hikojirou; 4, Ryuusenushuu; 5, Kaneko; 6, Gunmaakagi; 7, Yanagida; 8, Yamatowase.  Each value represents
the average of four determinations.  Bars represent standard error of the mean.
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Fig. 33.  Isolation procedures of toxic compounds (A_D) from anthracnose lesions on mulberry leaves produced by C. dematium.



トンなどが観測された．一方，活性成分ＢとＣの1H_

NMRスペクトルは良く類似しており，いずれも1.1，1.3，

1.7，1.8，2.3，7.2ppm付近にシグナルが観測された．ま

た，活性成分Dにおいては，ピーク強度はごく弱いも

のの，0.85～0.98のメチルプロトン(multiplet)，1.3ppm

付近のメチレンプロトン，1.7および2.1ppm付近の各シ

グナルが観測された．現時点でこれら化学構造につい

て断定できないが，活性成分Ａ～Ｃは1H_NMRスペク

トルによりベンゼン環を持っていると考えられるのに

対し，活性成分Ｄはベンゼン環は持っておらずカルボ

キシル基を持つことが推測された．

成分Ａ～Ｄの特性として，いずれの成分も特徴的な

UV吸収スペクトルを持っていることが挙げられた．各

成分のUV吸収スペクトルはFig. 34に示した．いずれの

成分も，271nm，323nm，369nm付近に大きな吸収ピー

クを持つ蛍光物質であった．

４．考　察

本病菌の接種により形成されたクワ葉病斑部では，

健全クワ葉に壊死斑の形成を誘導する成分 (毒素) が

生産されていることが明らかとなった．また，本菌を

培養した培地中では，同様の壊死斑形成を誘導する成

分はほとんど生産されないことが明らかとなった．中

には稀に，壊死斑を形成した場合もあったが，その大

きさは小さく，壊死斑の形態も若干異なり，さらに対

照液でも形成が認められる場合があった．これらのこ

とからも，培地中で壊死斑形成を誘導した因子は，病

斑からの抽出液中に含まれる活性因子とは異なる可能

性が高いと考えられる．しかしながら，オートクレー

ブ処理葉に本病菌を接種して得られた抽出液では類似

の壊死斑を形成することが認められた．この結果から，

病斑部から抽出される毒性成分は，ファイトアレキシ

ン等の菌の感染による植物側の抵抗反応産物ではなく，

病原菌の二次代謝産物であると考えられる．また，今

回の罹病葉病斑部から抽出された活性成分は，クワの

葉中で容易にあるいは特異的に生産されると考えられ

る．さらに，本活性成分の生産誘導と生合成経路につ

いては今後の検討課題であるが，クワ葉中に存在ある

いは誘導された成分 (乾燥クワ葉の煎汁中には無いか
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Fig. 34.  Ultra violet absorption spectra of toxic compounds
from anthracnose lesions on mulberry leaves. The spectra
were detected with photodiode array detector on HPLC
separation. Solvents: compound A, H2O: MeOH: AcOH
(49: 50: 1); compound B and C, H2O: Acetonitoril (52: 48);
compound D, H2O: Acetonitoril (60: 40).



少ない成分) が前駆体あるいは生産誘導因子となって

いることが，一つの可能性として考えられる．

病原性に関与する植物病原菌の毒素については，

Dimmond and Waggoner (1953) は，疾病誘起因子とし

てvivo toxins  (生体内毒素)という呼称で提案した．こ

の定義は，①罹病植物から常に分離され，②純化され，

③その処理により少なくとも病徴の一部を再現できる

もの，であるとしている (大内，1990)．その後，その

概念は認められたものの，広く用いられるには至らず，

現在ではこの概念の延長として，病原性に関与する毒

素 (pathotoxin)を，病原性決定因子となる宿主特異的毒

素 (host-specific toxin)と，病徴発現に何らかの形で関与

する二次的因子 (host-nonspecific toxin)に分けて考えら

れるようになっている (西村，1970；大内，1990)．今

回，本活性成分のクワ葉における生産は，２日後から

見られはじめ，褐変程度が大きくなると同時に活性も

高まる傾向が見られた．一方，本菌は接種１日後には，

葉内に侵入を成立させているものと考えられることか

ら，本活性成分は，菌が葉内へ侵入し，増殖後の病斑

形成時に多く生産され，病斑の拡大に伴い生産されつ

づけることが考えられる．また，本菌接種により形成

されたクワ葉病斑部の各部位別，すなわち，①病斑の

褐変部，②病斑褐変部と健全部の境界部，③境界部の

外側の健全部，に分けてそれぞれの抽出液の活性程度

について検討した結果，①と②でほぼ同程度の壊死斑

形成活性を有しており，褐変斑の先端部でも活性成分

が生産されていることが示唆された．これらのことか

ら，本活性成分は，本病の病斑形成・拡大因子として

の役割を持っていると考えられる．

本活性成分の各種植物葉に対する活性スペクトルに

ついて検討した結果，本菌の分生子接種による各種植

物葉への病原性およびその程度とは必ずしも一致しな

かった．このことは，本活性成分が，他の炭疽病菌

で生産が報告されている各種毒素 (Ballio et al.，1969；

Gohbara et al.，1976；Gohbara et al.，1978；Grove et al.，

1966；Ohra et al.，1995)等と同様に宿主非特異的毒素

(host-nonspecific toxin) であることを示唆するものであ

る．しかし，本菌に感受性または抵抗性を示すクワ品

種に対して，本活性成分の活性程度を比較した結果，

感受性品種と抵抗性品種では，明らかにその活性程度

に差が見られ，感受性品種に対しては，大型の壊死斑

が形成された．このことから，本活性成分はクワ葉に

対しては病斑形成または拡大に関与する病原性因子と

しての役割を持つことが改めて推察される．

クワ罹病葉からの活性成分の単離・精製を行った結

果，４つの活性成分 (Ａ～Ｄ)が得られた．今回，これ

らの成分の収量は極めて微量であったことから，同定

することはできなかったが，いずれの成分も特徴的な

UV吸収スペクトルを示す低分子の蛍光物質であること

が明らかとなった．なお，本活性成分をクワ葉に有傷

滴下した後に形成された壊死斑に波長366nmの紫外線

を照射すると，葉脈に沿った強い青色の蛍光斑が観察

され，さらに本菌接種により形成された病斑部に同様

に照射すると，褐変部およびその周縁部，特に後者で

強い蛍光を発するのが確認されている．また，単離さ

れたこれら４種の活性成分はいずれも微量であり，い

ずれも0.1mg以下であった．今回供試した罹病葉は乾

燥重相当で約650gであったことから，それぞれの活性

成分は，罹病部中では0.154 ppm未満で存在していた

ことになる．こうしたことから，これらの成分の持つ

壊死斑形成活性は極めて強く，実際の病斑上でもごく

微量で活性を示すことが考えられる．

以上の結果より，罹病葉中で生産される本毒素は，

４種の低分子の化合物で微量ではあるが，本病の病斑

形成・拡大を支配する因子として本菌の病原性に関与

していることが明らかとなった．

	 クワ炭疽病菌C. dematiumの生物的防除

本病菌の防除手段としては，他の葉枯性病害との同

時防除を兼ねたチオファネートメチル剤の散布が行わ

れている (木村，1979)．しかし，近年，化学薬剤だけ

に頼らない新たな防除技術の確立が指向されており，

本病においても，人体や耕地生態系への影響等から化

学薬剤以外の防除手段の開発が望まれている．このよ

うな要望に合った環境に優しい防除技術として，微生

物の拮抗現象を利用した生物的防除が，様々な作物に

導入されている(Furuya et al.，1991；Cooksey and Moore，

1980；Iyozumi et al.，1996；Elad et al.，1994)．

本章では，本病の生物的防除技術の確立を目指して，
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本病菌に対する拮抗微生物，特にBacillus属の拮抗細菌

に着目してその検索を試み，拮抗細菌RC_2株の同定，

抗菌成分生産のための最適培養条件，抗菌成分の活性

スペクトル，抗菌成分のクワ葉上でのC. dematiumに対

する防除効果，抗菌成分の単離・精製およびその同定

について検討した．

１．拮抗細菌の分離と同定

（1）材料および方法

ａ　培　地

試験に供試した培地は，①PSA，②PDA，③KB，④

LB (バクトトリプトン　10g，イースト抽出物　５g，

NaCl 10g，寒天　18g，蒸留水　1�)，⑤0.5％ペプ

トン含有PDA (0.5％PPD：ジャガイモ　200g，グルコー

ス　20g，ペプトン　５g，寒天　18g，蒸留水　1�)及

び⑥ジャガイモ半合成 (ジャガイモ　300g，Ca(NO3)2・

4H2O  0.5g，Na2HPO4・12H2O ２g，ペプトン　５g，ス

クロース　15g，寒天　18g，蒸留水　1�)培地とし，さ

らにそれぞれから寒天を除去した液体培地も用いた．

ｂ　細菌の分離　

C. dematiumに対する拮抗細菌の分離源として，圃場

のクワに着生している健全葉を10月に採取して用い

た．これらの葉を細断し，常法に従い調製したクワ葉

磨砕希釈液をジャガイモ半合成培地およびPSAの平板

上に塗抹した．今回はBacillus属細菌の分離を目的とし

たので，多くの他属の細菌及び糸状菌の生育が困難と

される比較的高温の40℃で，１～２日間暗黒環境下で

培養することによりコロニーを形成させた．

ｃ　拮抗細菌の選抜

培地上に形成されたコロニーから，常法により細菌

を単コロニーとして分離した．得られた各分離菌株を，

PSAの平板上でクワ炭疽病菌C. dematium S8901株の菌

叢片とともに対峙培養を行い，C. dematiumの生育を阻

害した菌株のみを一次選抜した．これらの選抜菌株を

10mlのPS液体培地を入れた100ml容の三角コルベン内

に移植し，室内環境下で２日間振とう培養(100 rpm)し

た．得られた培養液を本葉が３～４枚展開したクワ実

生苗ポット (品種「一ノ瀬」) に筆で植物体全体に塗布

し，風乾後前述のように作成したC. dematiumの分生子

懸濁液(約５×105個/ml)を植物体全体に噴霧接種した．

接種苗は湿室内で３日間保持し，その後は室内で管理

し，苗の葉および苗全体に出現した褐変程度により，

本菌による発病を抑制した菌株を二次選抜した．

ｄ　拮抗細菌の同定

選抜した細菌の同定は，api 50 CHB細菌同定キット

(bio Merieux S. A.，フランス)を用い，得られたプロファ

イルを基にapi identification programにより行った．

（2）結　果

ａ　拮抗細菌の分離

上述の手法により，計17菌株が本菌の拮抗細菌とし

て一次選抜され，その中で，最も強い抗菌活性を示す

菌株としてRC_2株 (Fig. 35)を選抜した．本菌株の培養

的性質，顕微鏡観察および常法によるグラム染色試験

から，本菌株はグラム陽性の芽胞形成好気性桿菌であ

ることが明らかとなった．

ｂ　RC_2株の同定

api 50 CHB細菌同定キットにより，本菌株の資化性を

調べた結果，各テスト項目の中で陽性反応を示した項

目は，Glycerol，L_Arabinose，Ribose，D_Xylose，Glucose，

Fructose，Mannose，Inositol，Mannitol，α Methyl_D_gluco-

side，Amygdalin，Arbutin，Esculin，Salicin，Cellobiose，

Maltose，Lactose，Melibiose，Sucrose，Trehalose，Raffinose，

Starch，Glycogen，Gentiobiose，D_Turanoseであり，こ

のデータから同定確率 (％ ID) 82.5％，T index 0.85で，

本菌株はBacillus amyloliquefaciensと同定された．なお，

B. amyloliquefaciensはB. subtilisに類似した種とされ，両

種は，DNAのGC含量の違いにより区分されている

(Welker and Campbel，1967；Sneath，1986)．
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２．拮抗細菌の培養液による生物的防除

（1）材料および方法

ａ　RC_2株の抗菌成分の生産

RC_2株の抗菌成分の生産を調べるために，以下の試

験を行った．100ml容の三角コルベンに10mlのPS液体

培地を入れ，RC_2株を移植後室内環境下で２日間振と

う培養 (100 rpm)した．その後培養液の一部を取り，遠

心分離 (3000×g，10分) により培養上清を回収した．

また，沈澱した菌体については蒸留水で２回遠心分離

で洗浄後，取り出した培養上清と等量の蒸留水に懸濁

して，菌体液とした．得られた培養上清，菌体液およ

び未分別の培養液を，上述と同様にクワ実生苗ポット

にそれぞれ塗布し，風乾後上述と同様に作成したC.

dematium S8901株の分生子懸濁液 (約５×105個/ml)を

噴霧接種した．接種苗は湿室内に５日間保持し，その

後は室内で管理し，苗の葉に出現した発病葉の割合に

より，各検定液の発病抑制活性を求めた．

ｂ　抗菌成分の活性スペクトル

①被検定菌：　各種植物病原微生物に対する活性を

調べるため，Table 20に示す植物病原細菌９種および，

植物病原糸状菌10種を供試した．細菌の場合は，55℃

のジャガイモ半合成培地約10mlと，約109cfu/mlに調整

した細菌懸濁液２mlとを均一に混合して直径９cmの

シャーレに流し込み，細菌を混合させた平板培地を作

成した．その後，内径５mmのペニシリンカップを４個

均等に各培地上に置いた．また，糸状菌の場合は，各

菌の菌叢小片 (0.5～１mm3) をPSAの平板上に置床し

て検定用培地を作成した．

②培養上清の調製および検定方法：　RC_2株を0.5％

PPD液で上述と同様に2日間振とう培養して得られた

培養上清を，ミリポアフィルター(0.45µm) でろ過して

無菌液を作成した．この無菌液の滅菌水による段階希

釈液20µlを細菌混合培地上の各カップ内およびPSA上

の各菌叢小片上に滴下した．無菌液の抗菌活性は，細

菌に対しては25℃で１日培養後に滴下部に出現する阻

止円直径で判定し，糸状菌に対しては，25℃で３日培

養後に生長した菌叢直径で判定した．

ｃ　C. dematiumに対する発病抑制効果

①切り取り葉試験：　温室で栽培した品種「しんい

ちのせ」の健全葉を採取し，約２cm角に切断した．そ

れらの葉の表面に，50mlの0.5％PPD液を入れた300 ml

容の三角コルベン内で25℃で2日間振とう培養 (130

rpm)後に遠心分離 (8000×g，５分)して得られたRC_2

株の培養上清の段階希釈液を塗付した．塗付面を風乾

後，C. dematium S8901株の分生子懸濁液 (約106個/ml)

を葉の表面に10µ l滴下接種した．接種後は処理葉を湿

室内に８日間保持し，各葉での病斑形成の有無を調査

58

農業生物資源研究所研究資料 第 1号（2002）

Fig. 35.  Colonies of B. amyloliquefaciens RC_2 on LB plate after 2 days of incubation.



した．また，同時にS8901株の分生子発芽に対する影

響についても調べた．分生子懸濁液(約106個/ml)10µ l

と対照区の発芽率を高めるために�章の1で作成した

クワ葉面溶出液５µ lをホールスライドに滴下後，上記

のRC_2株の培養上清の段階希釈液 (対照区は蒸留水)

を10µ l滴下した．その後25℃の湿室内で20時間保持

し，それぞれ約200個の分生子についての発芽率を計

測し，２反復の平均値を各処理における発芽率とした．

次に，培養上清の処理時期別による発病抑制効果に

ついて調べた．上述と同様に「しんいちのせ」の切断

葉の表面にS8901株の分生子懸濁液 (約106個/ml) を

10µ l滴下接種した．また，菌接種の３，２，１日前，当

日および１日後にRC_2株の上記の培養上清を切断葉表

面に筆で塗付した．試験期間中はいずれの処理葉も湿

室中で保持し，病原菌の接種６日後に各処理葉での病

斑形成を調べた．

②ポット試験：　品種「しんいちのせ」の接ぎ木苗

を5000分の1aのワグネルポットに定植し，温室内での

管理・育成により本葉が約15枚程度展開した苗を供試

クワとして用いた．これらのクワの葉面に，上記のRC

_2株の培養上清を炭疽病菌の接種11，３，２，１日前お

よび当日に各クワポットあたり１枚ずつ同様に塗付し，

室内に保持した．なお，病原菌の接種は上述と同様の

手法で，S8901株の分生子懸濁液 (約106個/ml) を含

んだ直径８mmの円形ろ紙を無傷部に置くことにより

行った．接種後はポットを約25℃の湿室内に６日間保

持し，その後２日間室内で管理後，各処理葉での病斑

形成を調べた．
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Table 20.  Antimicrobial activity of culture filtrate of B. amyloliquefaciens RC_2



（2）結　果

ａ　RC_2株の抗菌成分の生産

B. amyloliquefaciens RC_2株の培養液を菌体および培養

上清とに分け，それぞれのクワ実生苗でのC. dematium

に対する発病抑制活性を調べた．未分別の培養液およ

び培養上清で顕著な発病抑制効果が見られたのに対し，

菌体の懸濁液では効果は認められなかった．このこと

から，本菌株の示す拮抗作用は，菌体にあるのではな

く，菌体から培養液中に放出される抗菌成分に起因す

ることが明らかとなった．

ｂ　抗菌成分の生産のための最適培養条件

RC_2株の培養上清に含まれる抗菌成分が最も良く生

産される最適培養条件について検討した．PS，PD，KB，

LB，0.5％PPD，ジャガイモ半合成の各液体培地を100

ml容三角コルベンにそれぞれ10ml入れ，本菌株を２日

間25℃暗黒条件下で振とう培養 (130 rpm) した．その

後各上清を遠心分離 (8000×g，10分)で回収し，ミリ

ポアフィルター(0.45µm) でろ過後それぞれ20µlをPSA

平板上の一方に置いた直径８mmの円形ろ紙に滴下し，

もう一方に検定菌C. dematium S8901株を移植して両者

をそれぞれ30mm離して対峙させた．数日間25℃で培

養後，ろ紙と生育した検定菌の菌糸先端部との直線距

離により検定菌の生育阻害程度を評価した．その結果，

PS，PD，0.5％PPD液及びジャガイモ半合成液で阻害

活性が見られ，特に後２者において顕著な阻害活性が

見られた．なお，活性を示した培養上清は，10分間の

ボイル処理後でも，ほぼ同程度の活性を示した．

最も強い活性を示した0.5％PPD液を標準培地とし

て，ペプトン含量，培養温度の違いによる活性程度の

差異について検討した．ペプトンの含量が０，0.01，0.1，

0.5％のPPD液を作成し，上述と同様に25，27，30，35℃

の暗黒下で２日間培養して得られた各無菌上清をPSA

の平板上のC. dematiumの菌叢小片に10µl滴下した．滴

下４および７日後に，生長した菌叢直径を測定した．

０および0.01％PPD液では，菌叢生育を阻害する抗菌

活性が弱かったのに対し，0.5％PPD液では，顕著な抗

菌活性を示した (Fig. 36)．また，培養温度の違いによ

る抗菌活性の明瞭な差異は見られなかった．培養温度

25℃において，ペプトン含量が１～５％のPPD液から

得られた培養上清の抗菌活性についても同様に検討し

たが，これらの活性程度は0.5％PPD液のものとほぼ

同程度であった．１～15％のペプトン水で培養して得

られた培養上清においても，弱いながらも抗菌活性が

認められた．

培養日数および振とう条件について検討した．上述

と同様に，0.5％PPD液で本菌株を25℃暗黒下で１，２，

４および7日間培養した．振とう条件は０，90，130rpm

の３段階を設定した．各培養液から調製した無菌上清

を同様にC. dematiumの菌叢小片に滴下し，活性を調べ

た．振とうしない静置条件では培養１および２日後の

上清で活性は見られず，培養３日目以降の上清で活性
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Fig. 36.  Effect of culture filtrate of B. amyloliq-
uefaciens RC_2 incubated with PPD broth
containing various concentration of pepton
and incubated at various temperatures on
mycelial growth of C.dematium on PSA
plate.  Observations were performed 3 days
after placing each filtrate on mycelial blocks.



を示した．振とう程度が90および130 rpmの場合は，

培養１日後の上清ですでに活性が見られ，培養７日後

の上清でもほぼ同程度の活性を示した．

ｃ　抗菌成分の活性スペクトル　

RC_2株の培養上清の９種の植物病原細菌および10種

の植物病原菌に対する抗菌活性を調べた．病原細菌に

対しては，Agrobacterium tumefaciensおよびXanthomonas

campestris pv. campestris等に対して大型の阻止円を形成

して強い活性が見られたが，Pseudononas属細菌に対し

ては，活性は弱かった(Table 20)．一方，糸状菌に対

しては，いずれの菌糸生育も強く阻害し，特にクワ炭

疽病菌C. dematium，クワ白紋羽病菌Rosellinia necatrix，

イネいもち病菌Pyricularia oryzaeに対して顕著な阻害活

性を示した．

ｄ　抗菌成分のクワ葉上での発病抑制効果

①切り取り葉試験：　クワ葉上における，RC_2株の

培養上清希釈液の発病抑制効果を調べた．原液～1/32

希釈の培養上清を塗付または滴下した葉では，本菌に

よる病斑が形成されなかった．また，同時に本菌の発

芽に対する影響についても検討した結果，培養上清の

原液～1/16希釈液添加により，顕著な発芽阻害が観察

された．

培養上清の処理時期別による発病抑制効果を調べた．

本菌接種1日後に培養上清を塗付した葉では発病した

が，本菌接種以前に塗付した葉では，顕著な発病抑制

効果が見られた (Table 21)．

②ポット試験：　ポット植えのクワ葉におけるRC_2

株の培養上清のC. dematiumに対する発病抑制活性につ

いて検討した．接種以前に培養上清を塗付した葉にお

いて発病はいずれも抑制された (Table 21)．

３．拮抗細菌の生産する抗菌成分の単離・精製および

同定

（1）材料および方法

ａ　抽出材料の作成および抽出

単離・精製に用いるための培養上清を以下のように

調製した．300ml容三角コルベンに50mlの0.5％PPD液

を入れ，RC_2株を移植後25～27℃の室内条件下で２日

間振とう培養 (130 rpm) した．培養後遠心分離 (8000

×g，20分)により上清を回収し，凍結乾燥した．この

手順を繰り返すことにより，約11�分の培養上清から

凍結乾燥物にして約60gの抽出材料を得，これを活性成

分の単離・精製に用いた．

ｂ　活性成分の検出

各精製段階における活性成分の検出は，前述と同様

にPSAの平板上にC. dematium S8901株の菌叢小片を置

床し，それらに50％メタノールを用いて所定濃度に希

釈した各試験液20µlを滴下し，３日間培養後に生長し

た菌叢直径を測定して，各試験液の生育阻害能を調べ

ることにより行った．

ｃ　分析機器

高速液体クロマトグラフィーは，Waters社製の626ポ

ンプおよび600Sシステムコントローラーを用い，検出

器は，同社製の996 Photodiodo array detecterを用いた．

カラムは，分析用としてShodex C18_5B (4.6×250mm)，

分取用としてShim-pack PREP_ODS(20×250mm)を用

い，カラム温度は40℃，流量は分析の場合は１ml/分，

分取の場合は８ml/分とした．NMR測定は，日本電子

製JNM A600 FT_NMR Systemで，高速原子衝撃質量分析

(FAB_MS)は，日本電子製JNS SX 120Aを用いて行った．

（2）結　果

ａ　抗菌成分の単離・精製

RC_2株の培養上精乾燥粉末約60gから，Fig. 37に示

した手順により抗菌成分の単離・精製を行った．乾燥

粉末を酢酸エチル，メタノール，水の順で抽出し，活

性を示したメタノール抽出液を水に転溶後，化学修飾

型シリカゲル (Varian Analytichem，Bondesil C18) を充

填したカラム (22×200 mm)に吸着させ，40％，55％，

75％，100％メタノール／水により順次溶出した．活

性を示した75％メタノール画分を，上記のカラムでさ

らに60％，70％，100％メタノール／水画分に分画した．

次に，活性を示した70％メタノール画分を濃縮・乾固

し，これを100％，80％，60％，40％，20％メタノー

ル／水および100％水の順で抽出し，最も強い活性が
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検出された80％メタノール画分について，分取HPLC

による精製を行った．

その結果，合計７種の活性成分を単一ピークとして

単離した．これら７種の活性成分 (compound 1～7) の

UV吸収ピークはいずれもλMeOH 275.7nm付近に観測

され，得られたcompound 1～7の量はそれぞれ，30mg，

15.7mg，20mg，9mg，3.5mg，3.7mg，2.5mgであった．

ｂ　抗菌成分の同定

単離された７種類の活性成分のうち，compound 1は
1H_NMRスペクトルではパラ位が置換されたベンゼン

環由来のプロトン(7.01, 6.65ppm, doublet, それぞれ2H)，

6.6～8.8ppmにアミノ基由来のプロトン，3.6～4.6ppm

にアミノ酸のαプロトン，1.6～3.0ppmにアミノ酸の側

鎖由来のプロトン，1.0～1.5ppmにβアミノ酸のメチレ

ン鎖由来のプロトン，0.84ppmにβアミノ酸の末端のメ

チルプロトン (triplet, 3H, JH_H＝6.9 Hz) が検出された．

また，13C_NMRおよびDEPTスペクトルからは，170～

175ppmに12個のカルボニル炭素，155.8ppmにOH基に

より置換されたベンゼン環C4位の４級炭素，129.7，

115.0ppmにベンゼン環のメタ位およびオルト位由来の

メチン炭素 (それぞれ2C)，127.9ppmにベンゼン環由来

の４級炭素，45～62ppmにアミノ酸のα炭素由来のメ

チン炭素，13～62ppmにアミノ酸の側鎖由来の炭素，

13.9ppmにβアミノ酸の末端由来のメチル炭素が検出さ

れた．さらにC_H COSY，H_H COSY，HMBCの各種2D

NMRスペクトルにより各HおよびC炭素を帰属したと

ころ，この化合物は８個のアミノ酸が下記の配列で環

状に結合したペプチドであることが明らかになった．

直鎖アルキル基を側鎖に持つβアミノ酸→Asn→Tyr

→Asn→Gln→Pro→Asn→Ser→

また，この化合物はFAB_MSスペクトルによりdM+Hf+

＝1043を与えたことから，分子量は1042であることが

明らかになった．

この化合物は，本細菌と類似種であるB. subtilisでそ

の生産がすでに報告されている一連の抗生物質群 iturin

誘導体と類似するものと考え，iturin A2，A6，A7の標

品およびcompound 1についてHPLCによるRetention Time

およびUV_VISスペクトルを比較したところ，compound

1は iturin A2と完全に一致した．compound 1の1H_NMR

スペクトルでは，アルキル鎖末端のメチルプロトンが

tripletかつ３個分のHに相当すること，また iturin A2の

分子量は1042でcompound 1と一致することから，com-

pound 1はβアミノ酸の側鎖に(CH2)10CH3を持った iturin
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Table 21.  Inhibition of anthracnose disease on mulberry leaves treated with culture filtrate of B. amyloliquefaciens
RC_2 before or after inoculation with C. dematium a)



A2であると決定した．compound 1の 1H_NMRおよび
13C_NMRスペクトルをそれぞれFig. 38，39に示した．

compound 2～7も，上記と同様に各種NMRスペクト

ルにより解析したところ，いずれも iturin 誘導体であ

ることが明らかとなった．compound 2は，1H_NMRス

ペクトルにより，βアミノ酸のアルキル側鎖中のメチル

プロトンが0.85ppm (triplet, 3H, JH_H＝7.3 Hz)および0.84

ppm(doublet, 3H, JH_H＝7.3Hz)に検出された．また，13C_

NMRスペクトルにより，19.1および11.2ppmにβアミノ

酸の側鎖由来のメチル炭素が検出された．また，この

化合物の分子量はFAB_MSスペクトルにより1056であ

った．また，各種NMRスペクトルの分析結果と併せて，

compound 2はβアミノ酸の側鎖に(CH2)8CH(CH3)CH2CH3

を持った iturin A3であると決定した．

compound 3は，1H_NMRスペクトルにより，βアミノ

酸のアルキル側鎖中のメチルプロトンが0.87ppm (dou-

blet, 6H, JH_H＝6.6 Hz) に検出された．また，13C_NMR

スペクトルにより，22.5ppmにβアミノ酸の側鎖由来の
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Fig. 37.  Isolation procedures for antimicrobial compounds from culture filtrate of B. amyloliquefaciens RC_2.
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Fig. 38.  1H_NMR spectrum of compound 1 at 600 MHz (10 mg/0.6 ml DMSO d6).

Fig. 39.  13C_NMR spectrum of compound 1 at 600 MHz (10 mg/0.6 ml DMSO d6).



メチル炭素２個分が検出され，分子量は1056であった．

さらに，各種NMRスペクトルの分析結果と併せて，

compound 3はβアミノ酸の側鎖に(CH2)9CH(CH3)2を

持った iturin A4であると決定した．

compound 4は，1H_NMRスペクトルにより，βアミノ

酸のアルキル側鎖中のメチルプロトンが0.88ppm(triplet,

3H, JH_H＝7.0 Hz)に，13C_NMRスペクトルによりメチル

炭素が13.9ppmに１個分検出され，分子量は1056であ

った．さらに，各種NMRスペクトルの分析結果と併せ

て，compound 4はβアミノ酸の側鎖に(CH2)11CH3を持

った iturin A5であると決定した．

compound 5は，1H_NMRスペクトルにより，βアミノ

酸のアルキル側鎖中のメチルプロトンが0.87ppm (dou-

blet, 6H, JH_H＝6.6 Hz)に，13C_NMRスペクトルによりメ

チル炭素が22.5ppmに２個分検出され，分子量は1070で

あった．さらに，compound 5と iturin A6の標品はHPLC

分析におけるRetention Time およびUV_VISスペクトル

が完全に一致したことから，各種NMRスペクトルの分

析結果と併せて，compound 5はβアミノ酸の側鎖に

(CH2)10CH(CH3)2を持った iturin A6であると決定した．

compound 6は，1H_NMRスペクトルにより，βアミノ

酸のアルキル側鎖中のメチルプロトンが0.88ppm(triplet,

3H, JH_H＝7.0 Hz)に，13C_NMRスペクトルによりメチ

ル炭素が13.9ppmに１個分検出され，分子量は1070で

あった．さらに，compound 6と iturin A7の標品はHPLC

分析におけるRetention Time およびUV_VISスペクトル

が完全に一致したことから，各種NMRスペクトルの

分析結果と併せて，compound 6はβアミノ酸の側鎖に

(CH2)12CH3を持った iturin A7であると決定した．

compound 7は，1H_NMRスペクトルにより，βアミノ

酸のアルキル側鎖中のメチルプロトンが0.88ppm(triplet,

3H, JH_H= 7.0 Hz)，0.85ppm (triplet, 3H, JH_H＝7.3 Hz)お

よび0.84ppm (doublet, 3H, JH_H＝7.3 Hz) に検出された．

また，13C_NMRスペクトルによりメチル炭素が19.0，

13.9，11.1ppmにそれぞれ1個分ずつ検出され，分子量

は1084であった．この化合物は iturin骨格を持ち，βア

ミノ酸のアルキル側鎖は組成がC14H29の飽和アルキル

で，かつ末端に(CH2)nCH3および(CH2)mCH(CH3)CH2CH3

の両方を持つ化合物であると考えられるが，それぞれ

がどの位置に結合しているのかを特定するまでには至

らなかった．今後，マススペクトルによる解析等を利

用して，完全に構造を決定する必要がある．

なお，Table 22にcompound 1～7それぞれの８種のア

ミノ酸についての13C_NMRスペクトルの帰属を示すとと

もに，構造の決定したcompound 1～6，すなわち iturin

A2～A7の化学構造をFig. 40に示した．

４．考　察　

健全クワ葉から分離されたクワ炭疽病菌C. dematium

に対する拮抗細菌RC_2株は，B. amyloliquefaciensと同定

した．本細菌は，B. subtilisと類似した種であり，Welker

and Campbel (1967) によると，B. amyloliquefaciensはB.

subtilisよりもDNA中のG＋C％がわずかに高いことで区

別される(Sneath，1986)．本細菌種を植物病原糸状菌に

対する生物防除に用いる報告は，その類縁種であるB.

subtilis (Citernesi et al.，1994；Podile and Prakash，1996；

Utkhede and Smith，1992)に比べ多くはないが，Mari et

al. (1996)は，ナシの灰色かび病菌であるBotrytis cinerea

に対する拮抗細菌として，本種細菌を殺菌剤とともに

貯蔵果実に施用することにより，発病を抑制できるこ

とを報告している．さらに，この発病抑制活性は，抗

菌成分の生産ではなく，病原菌と拮抗細菌との栄養競

合に起因するものと推察している．

しかしながら，今回分離したRC_2株のC. dematium

に対する抑制活性は，培養した細菌の菌体そのもので

なく，培養上清に認められたことから，本細菌が上清

中に生産した抗菌成分に起因することが明らかとなっ

た．またその生産条件としては，0.5％PPDおよびジャ

ガイモ半合成液体培地中でその生産が良好であったこ

とから，ある一定量のペプトン(アミノ酸) が本活性成

分の生産に必須であることが考えられた．実際，ペプ

トン含量を変えたPPD液から調製した培養上清の抗菌

活性を調べた結果，０～0.5％濃度の範囲でペプトン含

量が増えるに伴い，活性も高まる傾向が見られた．ま

た，各濃度のペプトン水で培養して得られた培養上清

でも抗菌活性が見られた．これらの結果は，本細菌の

抗菌成分の生産には，ペプトン(アミノ酸) が必須の基

質であることを示唆するものである．各種微生物がそ

の二次代謝産物として各種生理活性ペプチドを生産す
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ることが，詳細に調べられており (梅沢ら，1976)，本

細菌の属するBacillus属細菌においても多種の抗菌ペプ

チド物質を生産することが知られている (Slepecky and

Hemphill，1992)．本細菌においても，生産される抗菌

成分はペプチド物質であり，そのために，その基質と

してペプトンが必要となる可能性が考えられる．なお，

今回供試した培地において，KB液体培地にもペプトン

が２％の割合で含まれているが，この培地からの培養

上清には顕著な活性は認められなかった．この理由に

ついては不明であるが，この培地中では活性成分の生
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Table 22.  13C_NMR spectra of antimicrobial compounds 1_7 in DMSO d6

Fig. 40.  Chemical structure of iturin A2_ A7 produced by B. amyloliquefaciens RC_2.



産を阻害する成分が存在または生産されている可能性

が考えられる．

本細菌の培養上清の活性スペクトルについて検討し

た結果，植物病原細菌に対しては，数種の細菌に対し

強い活性を示したが，Pseudomonas属細菌に対しては強

い活性を示さなかった．一方，植物病原糸状菌に対し

ては，クワ炭疽病菌を含めた各種糸状菌で顕著な生育

抑制活性を示した．このことから，本抗菌成分は植物

病原糸状菌に対して，より幅広い抗菌活性スペクトル

を有することが示唆された．

本抗菌成分のC. dematiumに対する発病抑制効果を実

際の植物葉上で調べた結果，切り取り葉およびポット

成葉いずれにおいても，顕著な発病抑制活性を示した．

また，この発病抑制効果は，病原菌接種以前の処理に

より見られ，病原菌接種以降の処理では効果は見られ

なかったことから，本抗菌成分は，宿主へ侵入する以

前の病原菌に対し活性を示すことが考えられた．実際，

培養上清の本菌分生子の発芽への影響について調べた

結果，培養上清の添加により分生子の発芽が顕著に阻

害された．これらのことから，本成分は，本病の治癒

効果ではなく，分生子の発芽を阻害することに基づく

予防効果を持つことが示唆された．また，その他の各

種拮抗細菌を用いた病害防除においては，殺菌剤との

併用により更に効果的な防除効果を示すことが知られ

ており (Mari et al.，1996；染谷ら，1998)，本抗菌成分

の施用においても，治癒効果を期待した殺菌剤の併用

により防除効果が高まることが考えられる．

Bacillus属細菌は多種の抗菌物質を生産し，特にB.

subtilisは，subtilin (Gross et al.，1973)，bacilysin (Walker

and Abraham，1970)，mycobacillin(Sengupta et al.，1971)

等計68種類の抗菌物質を生産することが知られている

(Slepecky and Hemphill，1992)．これらのB. subtilisの生

産する抗菌物質の一つに，環状ペプチド物質である

iturin Aが抗糸状菌物質として報告 (Delcambe，1965)さ

れており，その構造についても解明されている (Isogai

et al.，1982；Garbay_Jaureguiberrt et al.，1978；Peypoux

et al.，1973；1978)．また，Isogai et al. (1982)は，iturin

AをHPLCにより８つの成分に分け，それぞれの違い

は，環状ペプチドの中のβアミノ酸に結合しているアル

キル側鎖の違いによることを明らかにした．今回RC_2

株から単離した７種中６種の抗菌成分は，iturin A2～

A7とそのNMRスペクトル，質量スペクトルがそれぞれ

一致した．これにより，B. amyloliquefaciens RC_2株の生

産するクワ炭疽病菌C. dematiumに対する抗菌成分は，

iturin A2，A3，A4，A5，A6，A7，および同じく iturin

骨格を持つ構造未決定のcompound 7であることが明ら

かとなった．畑田ら(1990)は，iturin Aの植物病原菌に

対する生理作用として，イネいもち病菌P. oryzaeの胞

子発芽阻害作用を示すことを明らかにしており，それ

以外の生理作用として，血小板凝集阻害およびヒスタ

ミン遊離抑制作用を示すことを見い出した．iturin Aの

C. dematiumに対する生理作用については，菌糸生育抑

制作用や分生子の発芽阻害作用を示すことが考えられ

るが，クワ葉に対する生理作用についても今後検討す

る必要がある．さらに，本物質を含む培養上清は本病

菌だけでなく，正田 (1991)が報告したのと同様に，各

種の植物病原糸状菌に対して幅広い抗菌活性を有して

いたことから，これらの病原菌に対する防除剤として

利用できる可能性が考えられる．


 総合考察

クワ炭疽病の病原菌の種名について再検討を行うた

めに，全国の罹病クワ葉から本病菌の分離を行った

結果，炭疽病菌としてC. dematium，C. acutatumおよび

G. cingulataが分離された．これら３種のうちC. dematium

は，原 (1925) および山本 (1960) により本病菌として

それぞれ記載されたC. morifoliumおよびC. dematium f.

morifoliumと同じであると判定されたことから，これら

記載種をC. dematiumの異名とすることを提案した．ま

た，その分離頻度およびクワ葉に対する病原力試験か

ら，C. dematiumは本病の主たる病原菌であることを明

らかにした．一方，C. acutatumおよびG. cingulataは，

クワ葉に病原性を示すものの，その程度はC. dematium

と比較して弱く，その分布も少ないことから，これら

両種は，クワに対してはさほど重要でない病原菌であ

るとも考えられる．また，G. cingulataについては，本

菌単独で引き起こされる自然発病の形態が明確ではな

い．安藤(1993)は，Pestalotiopsis longisetaによるチャの

輪斑病の茎壊死部では，P. longisetaが健全茎に感染を
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引き起こし，その病斑形成に伴ってチャ赤葉枯病菌と

して知られるG. cingulataに交代しながら病斑を拡大し

ていく現象を見い出した．すなわち，G. cingulataは病

斑上で二次的に寄生する病原菌であることを示唆して

いる．クワ葉においても，C. dematium等により形成さ

れた病斑上で，G. cingulataが二次感染し，菌が増殖し，

病斑拡大を引き起こしている可能性も考えられる．し

かし，クワから分離されたG. cingulataおよびC. acutatum

は，切り取り葉に弱いながらも病原力を有すること，

さらにその宿主範囲が広かったことから，これら両菌

にとって好適な環境が整えば，クワに被害を及ぼし，

さらにはその周囲の宿主植物にも被害を及ぼすことが

考えられる．

クワに強い病原力を示すC. dematiumの各種植物葉に

対する病原性は，G. cingulataおよびC. acutatumに比べ

その範囲は小さかったものの，リンゴやユリノキ等数

種で認められた．この結果は，本菌はクワ以外にも感

染し得ることを示唆しており，クワ特異的病原菌とす

る分化型を当てはめるべきでないと判断した．しかし，

各種宿主由来のC. dematiumおよびその分化型のクワ葉

に対する病原性の比較試験において，分生子の無傷接

種ではクワ菌のみがクワ葉に強い病原力を示したこと

から，各宿主のC. dematiumは，ある程度それぞれの宿

主植物に適応すべく分化しているものと推察される．

また，有傷および無傷接種で病原性のスペクトルが異

なっていたことから，恐らく無傷下で宿主に侵入する

段階の抵抗性とそれに打ち勝つ病原性の相互作用機構

が宿主適応あるいは分化に大きく係わっていると推察

される．この侵入時の分化が何に基づいて起こるのか

は，今後の検討課題であるが，エンドウと褐紋病菌

(Mycosphaerella属) の系で知られているサプレッサー

(甲元，1990) の関与も考えられる．すなわち，各宿主

由来のC. dematiumが各宿主に侵入する段階において，

サプレッサー等の特異的な抵抗性撹乱物質を生産し，

それを宿主側が受容して抵抗反応が抑制され，結果と

して感染に成功するということも一つの可能性として

考えられる．

こうしたC. dematiumの有傷接種と無傷接種による感

受性の差異はクワの各品種においても見られ，クワの

抵抗性において表皮部の果たす役割は大きいものと考

えられる．また，このことより，無傷接種によっても

顕著な病斑形成が見られた品種は，本菌に対しての感

受性品種とみなすことができ，今回こうした感受性品

種を見い出した．一方，全くあるいはほとんど病斑を

形成しない抵抗性品種を数品種見い出すことができた．

クワの育種において，耐病性という形質は重要な育種

目標となっており (片桐，1995)，今回の結果は，本病

に対する耐病性品種の育成に寄与するデータを提供す

るものである．なお，本菌の有傷・無傷接種で病斑形

成の見られなかった抵抗性品種では，本菌は潜在的に

感染していることが追試験によって明らかとなった．

今回，本菌は潜在感染すること，さらにそれは，葉の

裏面に紫外線を照射することにより顕在化することを

確認したが，その潜在化の形態および生理的機構につ

いては依然として不明な点が多い．抵抗性品種に対す

る本菌の接種により菌が潜在する系を用いることで，

本菌の潜在感染のメカニズムが解明されることが考え

られる．

C. dematiumの桑樹における発生を定点的に調べた結

果，本病は梅雨期である６月下旬～７月上旬に初発が

見られ，その発生部位は地際部の葉であった．このこ

とは，本病の当年の第一次伝染源は土壌で越冬した本

病菌であることを示唆するものである．そこで実際，

C. dematiumの野外土壌での生存性について検討した結

果，本菌は罹病葉中で越冬する可能性の高いことが明

らかとなった．また，枝条での越冬性についても検討

を行ったが，枝の表面において本菌は早期に死滅し，

剥いだ皮部においても長期間の生存は見られなかった

ことからも，罹病葉が本菌の主たる越冬源である可能

性が高い．こうした罹病葉中での本菌の形態としては，

菌糸のほかに分生子層に付随した分生子が考えられる．

これらの罹病葉上の分生子は，粘湿物で包まれており，

本菌分生子と類似の形態を示すC. graminicolaの場合は，

それはspore matrix と呼ばれ (Nicolson，1992)，乾燥・

紫外線等から分生子を保護する役割を持つとされる．

本菌分生子の周囲で観察される粘湿物もspore matrixと

同様の役割を持つことが考えられ，洗浄分生子と比較

して生存期間は伸びる可能性が考えられる．仮に，こ

れらの既存の分生子が翌春まで生存し得なかったとし

ても，罹病葉の菌糸から新たに形成された分生子層上

68

農業生物資源研究所研究資料 第 1号（2002）



の分生子が第一次の伝染源となることが考えられる．

一旦発生した本病は，育苗床で見られたように他の炭

疽病菌と同様雨滴等によりきわめて容易に周辺に二次

伝搬されるものと推察された．以上の結果より，C.

dematiumによる野外での本病の発生生態と伝染環は次

のように説明することができる．すなわち，秋季に落

葉した罹病葉で本菌は越冬し，翌春その葉上に形成さ

れた分生子が雨滴あるいはトラクター等の管理機の走

行等により，土壌とともに地面に近い健全葉に跳ね上

がり，地際部の葉で本病の初発をもたらす．その後は，

地際部の罹病葉上で形成された分生子の飛散により，

発病が桑樹内の葉において垂直的に拡大し，落葉期に

わたって蔓延するようになる．こうして生じた罹病葉

が落葉・越冬し，翌年の伝染源となる．なお，本菌の

第一次伝染源には罹病葉以外に見かけ上健全な潜在感

染葉もなり得ることが考えられる．このことより，本

病の効果的な防除法の一つとして，罹病葉を含めた落

ち葉を圃場から除去する方法が有効であろうと判断さ

れる．また，C. dematiumの感染と肥培条件との関係に

おいては，感受性品種では明瞭な関係が見られなかっ

たが，中程度の抵抗性を示す普及奨励品種では施肥が

過剰あるいは不足の状態で感染しやすくなることが明

らかとなった．このことから，本病の発生防止には，

適正な施肥管理が有効であり大切であると指摘でき

よう．

C. dematiumの伝搬に大きな役割を果たす分生子は，

クワ葉上において高率に発芽し付着器を形成し，その

付着器から穿孔糸を生じ葉内に侵入した．これらの葉

上での高率の発芽は，クワ葉から得られた葉面溶出液

によって誘導されていた．しかし，クワ葉以外の葉か

ら得られた葉面溶出液でも発芽は誘導されたことから，

これら溶出液中の発芽誘導因子はクワ葉特有の成分で

はないと考えられる．しかし葉上における付着器形成

の形態については，宿主植物と非宿主植物とで異なり，

非宿主であるヤブツバキ葉上においては，付着器から

の穿孔糸挿入は確認できなかった．すなわち，この付

着器の形態および行動が本菌の宿主決定の役割を持ち，

感染に大きな影響を及ぼすことが推察される．付着器

の果たす役割についてはEmmett and Parbery (1975) に

より詳細に述べられており，付着器は，葉面への付着，

宿主体内への侵入，生存，および酵素や毒素の生産部

位としての役割を有している．本菌が付着器からクワ

葉内に穿孔糸を挿入する際に，こうした酵素類を生産

して表皮層を崩壊させて侵入するのか，または物理的

圧力により侵入するのかは，現在のところ不明であり，

組織学的観察も含めて検討する必要がある．また，宿

主抵抗性を抑制するサプレッサー等の物質が穿孔糸の

挿入時に生産されることも考えられ，本病の感染機構

は本菌の潜在性との関連を含め興味の持たれる研究領

域である．

C. dematiumにより感染したクワ葉は，その後褐色の

病斑を生じるが，これらの病斑部では健全葉に壊死斑

を形成させる毒素が４種生産されることが明らかと

なった．これらの毒素については，単離物質が微量で

あったため同定はできなかったが，いずれも蛍光性の

低分子化合物であることが明らかとなった．本毒素は，

PSA等の人工培地中では生産されず，クワの生葉およ

びオートクレーブ処理葉への接種によってのみ生産さ

れた．クワ葉で生産される理由としては，葉中に存在

する基質成分を菌が代謝・利用し，その結果として①

毒素の前駆物質が作られ，菌はそれを利用して毒素を

合成する，②クワ内で毒素生産阻害物質が分解される，

③毒素生産誘導因子が作られる，等が考えられる．こ

れら毒素生産誘導機構と毒素の生合成経路については

今後の研究課題として残された．

本毒素は宿主特異的毒素ではなく，宿主非特異的毒

素 (host-nonspecific toxin)であり，また，病斑先端部で

も生産されること，さらに葉の褐変化に伴い生産され

ることから，病斑形成または拡大に関与する病原性因

子としての役割を持つ毒素であると判断される．病原

性は一般に侵略力と発病力に分けられる(平井ら，1989)．

この類別に当てはめると，本毒素は発病力に関与する

病原性因子であるということができる．以上の結果よ

り，C. dematiumのクワ葉上における感染は以下のよう

に起こることが推察される．すなわち，葉上で発芽し

た本菌分生子は付着器を形成し，そこから穿孔糸を物

理的あるいは酵素生産により葉内に挿入して，侵入を

成立させる．菌の侵入後は，葉の抵抗反応を回避しな

がら増殖・定着する．その後は２方向に別れ，一方は

そこで安定化して潜在化する．他方では菌の増殖が進
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行し，病斑形成または拡大に関与する宿主非特異的毒

素を生産するようになり，この毒素により葉の褐変は

進行し，最終的には本病の病徴を形成するようになる．

C. dematiumによる本病の防除法は，現在のところ，

他の葉枯性病害との同時防除を兼ねたチオファネート

メチル剤が使用されている．今回，本病の新たな防除

技術確立のために，拮抗細菌を用いた防除法について

検討した．その結果，有望菌株としてRC_2株を健全

クワ葉から分離しB. amyloliquefaciensと同定した．B.

amyloliquefaciensを植物病害の生物防除に用いた報告は，

本細菌種と類似の種であるB. subtilisのものと比較する

とあまり多くない．Mari et al. (1996)は，ナシの灰色か

び病菌B. cinereaに対し，本細菌種を栄養競合に起因す

る拮抗細菌として報告している．しかし，今回分離し

たRC_2株は，抗菌成分を生産しそれを培養液中に放出

していた．また，この抗菌成分の生産には基質として

ペプトン等のタンパク質あるいはアミノ酸が必須であ

った．ペプトンを含んだ培地から得られた培養上清を

クワ葉に施用した結果，C. dematiumによる発病を抑制

する効果が見られ，クワ炭疽病の防除に有効であるこ

とが示唆された．この防除効果は，感染以前の施用で

のみ見られたことから，予防剤としての利用が考えら

れる．また，本培養上清は，他の植物病原糸状菌およ

び細菌に対しても生育抑制効果を示したことから，炭

疽病以外のクワあるいは他植物の各種病害に対する適

用幅の広い防除資材として利用することも考えられる．

RC_2株の培養上清に含まれる抗菌成分を単離・同定

した結果，７種の活性成分はいずれも iturin 誘導体であ

ることが明らかとなった．これら一連の物質は，８つ

のアミノ酸が環状に結合した構造を基本骨格とする環

状ペプチドであり，このうちの６種はB. subtilisでその

生産が知られる抗菌物質 (iturin A2～A7) であった

(Isogai et al.，1982)．これら iturin誘導体のC. dematium

に対する抗菌作用点を生化学的に明確にすることによ

り，本病の防除効果をさらに向上させる施用技術ある

いは抗菌活性の増強技術の開発につながるものと期待

される．

� 要約

クワ炭疽病は，葉に赤色～褐色の病斑または条斑を

引き起こす葉枯性の病害として古くから知られていた．

本病は毎年普遍的に発生するにもかかわらず甚大な被

害を及ぼすことは稀なため，さほど重要視されていな

かった．しかし，近年開発されたクワ栽培技術，すな

わち，密植栽培・機械収穫および多回育養蚕用のロー

リング収穫法等の普及により，本病の発生が目立つよ

うになった．激しい場合には株全体の葉が発病し，ほ

とんど収穫できなくなる例も見られている．しかしな

がら，本病の生理・生態および防除法等に関する報告

は，若干の記載があるだけで不明な点が多く，効果的

な本病の防除法の確立に結びつくような詳細な研究は

行われていない．本研究では，クワ炭疽病について，

その病原菌を分類・同定し，菌の病原性，感受性のク

ワ品種間差異，発生生態を調査することによって，本

病の主要な病原菌がColletotrichum dematiumであること

を明らかにするとともに，本菌の毒素生産を含めた感

染機構および拮抗微生物を用いた生物的防除法につい

て検討を行った．

１）本病罹病クワ葉からColletotrichum属病原菌の分離

を行った結果，新たにC. dematium，C. acutatumおよ

びGlomerella cingulataが分離・同定された．また，こ

れまで本病菌として記載されていたC. morifoliumは

その分生子形態の比較から，C. dematiumの異名とす

ることを提案した．さらに，これら３種の炭疽病菌

の中で，その分離頻度および病原力からC. dematium

が本病の主要な病原菌であることを明らかにした．

２）クワ炭疽病菌の宿主範囲を調べるとともに，他宿

主由来の炭疽病菌とのクワ葉に対する病原性につい

ての比較検討を行った．その結果，クワ炭疽病菌C.

dematium，C. acutatum，G. cingulataはいずれもクワ以

外の植物葉に対して病原性を示した．また，クワ葉

に対する病原性は，クワ以外の宿主に由来する炭疽

病菌でも認められたが，クワ由来のC. dematiumで最

も強い病原力を有することが明らかとなった．

３）本病の主たる病原菌であるC. dematiumを用い，ク
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ワ260品種の感受性差異について検討した．菌の接

種による病斑形成の有無およびその形成程度により，

感受性および抵抗性を示す品種を検索した結果，感

受性品種は「長沙」，「彦次郎」等であり，抵抗性品

種は「群馬赤木」，「大和早生」等であることが明ら

かになった．

４）C. dematiumによる本病の圃場における発生消長に

ついて検討した．本病は，６月下旬～７月上旬の梅

雨期に地際部の葉で初発し，その後秋期になるに連

れて桑樹の中間および上部に着生する葉に発病が垂

直的に拡大・蔓延した．また，本病の発生は葉の葉

位による感受性の差異よりも土壌表面からの距離と

いう物理的条件により強く支配されることが明らか

となった．C. dematiumの野外での越冬性について調

べた結果では，本菌分生子の生存は短期間であった

のに対し，罹病葉中での本菌の生存は長期であった

ことから，本菌の越冬源として，感染葉等の罹病残

渣が重要な役割を持つことを明らかにした．

５）C. dematiumの分生子の発芽および付着器形成に対

するクワ葉成分の影響およびクワ葉上での発芽様式

について検討した．その結果，分生子の発芽はスラ

イドグラス上では低率であったがクワ葉上では極め

て高率であった．また，発芽はクワ葉面の水溶性成

分，揮発性成分，クワ葉煎汁液によってそれぞれ誘

導された．前２者については，非宿主植物であるイ

ネおよびヤブツバキ葉から得られた成分によっても

誘導されたことから，宿主非特異的な葉成分である

と考えられた．また，本菌分生子のクワ葉組織への

侵入は，接種15～18時間後には成立することが推定

された．

６）見かけ上健全に見えるクワ葉の裏面に紫外線を３

～５分間照射すると，葉の表面は徐々に褐変し，褐

変化に伴って円形の灰褐色斑が多数誘発され，これ

らの誘発斑には剛毛を伴った分生子層，分生子が形

成された．その分生子の形態から，本菌はクワ炭疽

病菌C. dematiumと同定された．このことから，クワ

炭疽病菌C. dematiumは潜在感染し，その潜在感染部

は紫外線照射によって病斑として顕在化することが

明らかになった．

７）クワ葉中に含まれるC. dematiumの分生子形成誘導

因子について調べた．クワ葉中に含まれる16種のア

ミノ酸および10種のビタミンについて分生子形成誘

導能を調べた結果，ビタミンの一種であるbiotinにの

み誘導活性が認められた．活性を誘導するbiotinの最

低濃度は0.01ppmであり，また，biotinは乾燥クワ葉

中１kg当り，約0.6mg含まれていることから，biotin

が本菌の分生子形成因子の１つであることが明らか

となった．

８）C. dematiumによる本病の病徴から，葉の罹病部で

は毒素が生産されている可能性が考えられた．そこ

で，病斑部からのアセトン粗抽出液を健全クワ葉に

有傷滴下したところ，壊死斑が形成された．この粗

抽出液は，クワ以外の様々な植物葉にも壊死斑を形

成したが，本菌のホストレンジとは一致しなかった

ことから宿主特異的な毒素ではないと判断された．

しかし，そのクワ葉に対する活性は，品種によって

異なり，その差異は，本菌の分生子接種による感受

性の差異と一致したことから，本毒素は本菌の病原

性因子の一つであると考えられた．この粗抽出液か

ら，活性成分の単離・精製を試みた結果，４種の低

分子の蛍光化合物が得られた．なお，本毒素は人工

培地上では生産されないことから，毒素の生合成

には，クワ葉の成分が必要であることが明らかに

なった．

９）C. dematiumの生育および発病を抑制する細菌RC_2

株を健全クワ葉から分離した．本細菌はBacillus amy-

loliquefaciensと同定され，本細菌の示す発病抑制活性

は，菌体そのものにあるのでなく培養上清に含まれ

る成分によること，また，C. dematiumの感染前に処

理することにより認められた．この抗菌成分は，イ

ネいもち病菌等の他の病原糸状菌に対しても生育阻

害活性を示したことから，各種病原糸状菌に対する

生物防除剤として有用であることが示唆された．こ

の抗菌成分を培養上清から単離・精製し，その構

造を解析した結果，環状ペプチドの iturin誘導体で

あった．
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� Summary

Mulberry anthracnose is a disease commonly observed

in mulberry fields in Japan, of which symptoms consist of

brown to red necrotic spots or streaks on the leaves.  The

incidence of the disease has tended to increase presumably

due to dense planting of the trees and that mechanical har-

vesting of the shoots that results in significant damage to

tree vigor.  However, physiological and ecological studies

leading to establishment of effectual control strategies against

the disease had not been hitherto reported.  In this paper,

the author extensively studied about mulberry anthracnose

and the causal pathogen.  The following summarized the

studies. 

１）Anthracnose fungi were isolated from diseased mulber-

ry leaves which were collected from various geographic

origins in Japan.  They were identified as C. dematium,

C. acutatum and Glomerella cingulata based on the shape
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and size of conidia.  C. morifolium Hara, an anthracnose

fungus hitherto described on mulberry, was proposed to

be a synonym for C. dematium due to the morphological

characteristics of the conidia.  C. dematium was more

frequently isolated than the other anthracnose species and

showed strong pathogenicity on detached mulberry leaves.

It is therefore suggested that C. dematium is the major

anthracnose pathogen of mulberry, while C. acutatum

and G. cingulata seem to be minor and the development

of the lesions by the two pathogens strongly depend on

the condition of the host.  

２）Pathogenicity of the 3 species of mulberry anthracnose

fungi, C. dematium, C. acutatum and G. cingulata, was

examined using various detached leaves of plants belong-

ing to 37 species of 21 families.  Each fungus was patho-

genic to various plants as well as to the mulberry.  When

26 isolates of anthracnose fungi isolated from 15 plants

were inoculated to mulberry leaves, C. dematium isolated

from mulberry leaves showed the strongest virulence to

the leaves, although other isolates belonging to several

species also displayed lesions on the leaves by wound-

inoculation. 

３）Difference in the susceptibility of 260 mulberry cultivars

to C. dematium, were studied.  Several cultivars, such as

“Chousa” and “Hikojirou” , were notably susceptible to the

fungus.  Whereas, some cultivars, such as “Gunmaakagi”

and “Yamatowase”, were resistant to the fungus.

４）Development of mulberry anthracnose caused by C.

dematium was surveyed in trees at a fixed point from

August to November over a period of 2 or 3 years in mul-

berry field.  Disease was observed only in lower foliage

of trees in August, and the disease subsequently reached

the middle and upper foliages in later months, resulting

in the increase in the total number of diseased leaves until

November.  Inoculation tests in the field revealed that

younger leaves attached at upper positions of a vertical

shoot tended to be sensitive to the pathogen, suggesting

that infection is less affected by the age of hosts leaves,

but is more related to the position of attachment of leaves.

Overwinter survival of C. dematium in the form of conidia

and within infected leaves was examined in soil under field

condition.  Viability of conidia rapidly declined, and the

survival could not be detected after 65 days of incubation,

suggesting that conidia in soil are not a significant form

of overwintering inoculum.  While the fungus in infected

or latently infected leaves placed in soil under field con-

ditions survived long period.  These results suggest that

C. dematium can overwinter in infected or latently infected

leaves, and that these leaves can be a source of primary

inoculum in the following year.

５）Conidial germination and appressorial formation of C.

dematium was examined on mulberry leaves and on glass

slides in association with some leaf components of host

and non-host plants.  The percentage of conidial germina-

tion was higher on mulberry leaves than in water droplets

on glass slides.  Water-soluble and volatile compounds

extracted and trapped from mulberry leaves, and decoc-

tion of dried mulberry leaves, induced the conidial germi-

nation.  While the compounds obtained from leaves of non-

host plants also induced the germination, suggesting that

the germination-inducing compounds are host-nonspecific.

The time required for penetration in mulberry leaf tissues

was estimated to be 15-18 hours after inoculation.

６）When apparently healthy leaves of mulberry were

irradiated with ultra-violet rays (UV) for 3-5 min. and

kept in a moist chamber, brownish gray and orbicular

spots often appeared on the leaves.  Many acervuli, conidia

and setae of C. dematium were produced on the spots.

Thus, it is confirmed that C. dematium latently infects in

mulberry leaves, and the latency is unmasked by irradia-

tion of UV.

７）Compounds in mulberry leaves inducing sporulation

of C. dematium were detected.  Dissolved or suspended

aqueous solutions (1%) of 16 amino acids and 10 vita-

mins occurring in mulberry leaves were applied individ-

ually at the margin of the fungal colony growing on PSA

plate.  Sporulation was induced only where a biotin solution

was applied on the mycelium at a concentration of at least

0.01 ppm.  This result suggests that biotin, which occurs

in mulberry leaves (ca. 0.6 mg/kg of dried leaves), has a
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role in inducing sporulation of C. dematium.

８）C. dematium was examined to produce phytotoxins in

planta.  Extracts obtained from the fungus grown on mul-

berry leaves caused brown necrotic lesions on susceptible

mulberry leaves, when they were placed on the wounded

adaxial surface.  Whereas, no extracts obtained from

various media induced the necrosis, suggesting that the

fungus produced phytotoxins in planta, and some compo-

nents consisting in mulberry leaves may be indispensable

substrates for producing the toxins.  The phytotoxins

obtained from the diseased leaves induced necrosis on

nonhost plants leaves, as well as on mulberry leaves.  In

addition, the susceptibility to the toxin was correlated

with that to the fungus infection in each susceptible or

resistant mulberry cultivar.  These results suggest that

the phytotoxins are host-nonspecific but play a role as a

factor of the fungal pathogenesis in mulberry leaves in

the development of the lesions.  Four toxic compounds

were isolated and purified from the anthracnose lesions.

However, due to the low yield, the chemical structure of

the compounds could not be identified.

９）A potential antagonist, Bacillus amyloliquefaciens

strain RC_2, against C. dematium was obtained from

healthy mulberry leaves by the application of in vitro

and in vivo screening techniques.  Application of culture

filtrate of RC_2 inhibited disease on mulberry leaves, indi-

cating that suppression was due to antifungal compounds

in the filtrate.  Development of mulberry anthracnose on

mulberry leaves was inhibited only when the culture fil-

trate was applied before fungal inoculation, and it was not

inhibited by application after inoculation.  These results

suggest that the antifungal compounds in the filtrate

exhibit a preventive effect on the disease.  The culture

filtrate of RC_2 also inhibited the growth of several other

phytopathogenic fungi and bacteria in vitro.  From the

culture filtrate of RC_2, 7 kinds of antifungal compounds

were isolated by HPLC analysis, and they were determined

as iturin derivatives by NMR and FAB_MS analyses.
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Synopsis

The Microarray Project of MAFF was started in April, 1999.  Here we describe the protocols for cDNA

microarray experiments used in the research project.  This manual will provide useful information to help

researchers understand and perform microarray experiments.  
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緒　言

ゲノム研究は，近年，技術的な進歩と共に，急速な

進展を見せている．現在までに，原核微生物から真核

高等生物に至る諸生物で，ゲノムDNAの一次構造が決

定されてきた．最も重要な農作物の一つであるイネに

ついても，農林水産省農業生物資源研究所と農林水産

先端技術研究所の共同研究プログラム「Rice Genome

Research Program」が中心となって，ゲノム構造の解明

を推進している．また，ゲノム構造解明の進展に伴い，

新規遺伝子や機能未知遺伝子が数多く存在することが

明らかになってきた．こうした背景のもと，最近にな

って，大量の遺伝子に関する転写レベルでの機能を短

時間のうちに解析できる，“マイクロアレイ”と呼ばれ

る技術が開発された．農林水産省では，1999年４月よ

り，21世紀グリーンフロンティア研究「遺伝子発現モ

ニタリング手法を用いたイネ・ゲノム有用遺伝子の機

能解明」(略称：マイクロアレイプロジェクト) を開始

した．2000年度現在，マイクロアレイプロジェクト参

画研究グループは，農林水産省の研究機関に加え，公

立研究所・国立大学の他，私立大学・企業を含めて，

計64グループに達している．筆者らは，マイクロアレ

イプロジェクトで使用されるcDNAマイクロアレイの

作製・利用に関するシステムを構築してきた．本稿は，

本プロジェクトにおけるマイクロアレイ実験の基本的

な作業手順を紹介したものであるが，本プロジェクト

構築過程での経験から得られたノウハウも含まれてい

る．この小編が，本プロジェクト参画者やマイクロア

レイに興味を持つ研究者のための“マイクロアレイ実

験の手引き”，或いは，マイクロアレイ実験に対する理

解の一助，となれば幸いである．

本グループでは，マイクロアレイプロジェクトのウェ

ブサイトを開設した(http://microarray.rice.dna.affrc.go.

jp/)．マイクロアレイ実験のフローチャートや，機器

類等の写真など，本稿には掲載されていない情報が参

照出来る．本編を読み進めるに当たって，このウェブ

サイトを参照して頂ければ，本稿の内容がより容易に

なるはずである．

�．マイクロアレイとは

１．マイクロアレイとDNAチップ

一般に，DNAを直接スライドガラス等の上にスポッ

トした (張り付けた) ものが，マイクロアレイと呼ばれ

ている．本稿で紹介するのは，cDNAクローン (もしく

は，そのインサート部分のPCR産物)をスライドグラス

にスポットしたcDNAマイクロアレイである．

一方，DNAチップとは，ガラス等の支持体上で合成

された約25塩基のオリゴヌクレオチドをプローブとし

て有するものである．

(マイクロアレイとDNAチップという名称は，ほぼ同

義語，或いは，一方が他方を包含する関係にある名称，

として使用されることがある．なお，本稿では，これ

以降，DNAチップについては触れない．)

２．cDNAマイクロアレイ実験の概略

マイクロアレイ実験には，「２つの流れ」があり，こ

れが後に「１つの流れ」となる (ウェブサイト参照)．

「２つの流れ」とは，cDNAマイクロアレイを作製する
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過程と，解析用サンプルRNAを調製・加工する過程，

即ち，研究対象の生物からRNAを抽出・精製・蛍光標

識する過程である．前者の過程では，大量のDNAク

ローンを扱うために，ロボットシステムの使用など，

殆どの作業が，通常スケールの実験とは異なってくる．

一方，後者の過程における作業は，質的にも量的にも，

通常の分子生物学・分子遺伝学的実験と大差ない．

そして，これら「２つの流れ」の産物が，共に一つ

の実験過程で供試される．すなわち，前者の過程で作

製されたマイクロアレイと，後者の過程で調製された

ターゲット* (蛍光標識された核酸**) とのハイブリダ

イゼーションが行われる．

この後，スキャナーでマイクロアレイ上の蛍光シグ

ナルが測定され，蛍光強度を反映した画像データとし

て記録され，更に画像データが数量化データに変換さ

れる．最終的に，数量化データを用いて，サンプル間

における転写レベル・転写パターンの変動が比較解析

される．

**なお本稿では，サンプルRNAから調製した蛍光標識核酸を，

「ターゲット」と称する．この場合，マイクロアレイ上の

cDNAは，「プローブ」と呼ばれる．(研究者によっては，こ

れらの呼称を正反対に用いる場合がある．)

**本稿でも後段で紹介するが，一般に，マイクロアレイ実験

における“サンプルRNAの標識(ラベリング)”とは，“サン

プルRNAと蛍光色素を用い，逆転写酵素反応によって，蛍

光標識された cDNAを合成すること”である．もちろん，

サンプルRNAのなかには，解析対象生物で発現していた多

数の遺伝子から由来したmRNAsが含まれており，従って，

ここで蛍光標識されたcDNAは，多数の遺伝子から由来した

cDNAsの集団である．

つまり，

ターゲット

＝解析サンプルRNAから合成された蛍光標識cDNAs

＝解析対象生物で発現していた多数の遺伝子からのcDNAs

集団 (蛍光標識済み)

ということである．(	. 4.を参照)

�. cDNAマイクロアレイプロトコール集

緒言でも述べたように，このプロトコール集は，農

林水産省マイクロアレイプロジェクトで使用されてい

る，イネの独立9000cDNAクローンを利用したマイクロ

アレイの作製・使用を念頭において作られたものであ

る．本研究グループによる実際の作業手順を基に作ら

れているため，異なるシステムに応用するためには，

或る程度の変更や工夫が必要になると思われる．これ

らのことを念頭に置きつつ，以下，読み進めて頂けれ

ば幸いである．

１．マイクロアレイ作製のためのcDNA調製

マイクロアレイ作製に必要なcDNAクローンを調製す

るためには，多くの行程，すなわち，大腸菌のレプリ

カ作製，レプリカ大腸菌から独立クローンのヒットピッ

ク，プラスミド抽出，PCR，PCR産物の精製，電気泳動，

濃度測定・調整，96MTPから384MTPへの移動等が存

在するが，特別難しい行程は無い．しかしながら取り

扱うクローン数が非常に多く，それぞれのDNA量も多

いため，作業の効率・精度を高めるには様々な工夫を

することが重要である．以下，手作業の場合と，自動

システム (レールロボットシステム「ジェネシス」テ

カン社製)の場合とを併記する．

（1）大腸菌MTP (Micro Titer Plate)の準備

スタートサンプルは，イネ発現遺伝子群 (EST：網羅

的に単離・解析されたcDNAクローン)が導入された４

万以上の大腸菌クローンである．(イネ発現遺伝子群は

プラスミドpBluescriptにクローニングされており，大

腸菌株NM522が形質転換に用いられた．保存形態は，

グリセロールストックである．)

まずはじめに，これまでにRGP(Rice Genome research

Program) で得られた全オリジナルクローンが保管され

ている独立型DWP＊(Deep Well Plate)約500枚から，各

DWPをそれぞれ２枚のMTPにコピー (つまり約500枚

から成るセットを２セット作製した：それぞれを，マ

ザーコピー，ワーキングコピーと称する) を作製した．

MTPへの培地の分注は，手作業の場合，電動デジタル
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ピペット(EP_250/RAININ社)とMトレイ_1 (ステム社/

P01MSD)とBM_8_1200用チップ (BM機器／126_96RS)

を使用し，各ウェル140µlずつ分注した．培地には1/2

TB (６％グリセロール含有)を使用した．培地分注後，

オートクレーブ滅菌済みのレプリカ作成用96連スタン

プ(MS機器)を使用し，植菌を行った (火炎滅菌再使用

はせず，１回植菌毎にオートクレーブ滅菌を行う．即

ち，レプリカ作成用96連スタンプ１回使用で１個の独

立型DWPのコピーを行う)．自動システムの場合New

Protocol1を使用してこれら一連の行程を行う．コピー

後MTPはシールなしでフタだけをした後，ラップで２

重に包み37度で１晩静地培養した．包み方が悪いと，

蒸発して培地が無くなってしまうので注意する．

次のヒットピッキング行程には，ワーキングコピーを

使用する．マザーコピーは_80℃保存し，極力使用しない．

［* RGPのオリジナルクローンは，独立型DWP(845_TPS，QSP

社) に保管されている．しかし，このタイプのDWPでは，各

wellがそれぞれ独立したチューブになっているため，1000µl

tipを使用してコピー作製をする際，tipを上下させる行程で，

独立したチューブが tipと共に上下してしまい，ともすると，

チューブがDWPから外れて倒れたり，その中のクローンがこ

ぼれたりする危険が生ずる．従って，ブロック型DWP (２ml

アッセイブロック96ウェル，Coster社/cat. No. 431140) の使用

を推奨する．またMTPにはMicrotiter plate (Falcon社/ 3072)を

使用している．］

（2）ヒットピッキング

一晩静地培養したワーキングコピー (500牧) から，

マイクロアレイに使用するユニーククローン(約9000ク

ローンMTP 94枚分)を選抜し，それらを，ユニークク

ローン用MTP(Destination MTP) へ並び替える行程であ

る(ユニーククローン選抜基準についてはYamamoto and

Sasaki(1997))．先ず，前項と同様の方法で，Destination

MTPへ培地の分注を行い，手作業の場合は，滅菌した

爪楊枝で使用ユニーククローンのウェルに触れた後，

順序に従ってDestination MTPへ立てて行く．自動シス

テムの場合は，Worklistを使用して本行程を行う．Des-

tination MTPの培養は，前項と同様の方法で一晩静地培

養する．

（3）プラスミド抽出

Destination MTP (ユニーククローンMTP)の各クロー

ンからプラスミドを抽出する行程である．手作業の場

合，まず培地を１mlずつ，連続分注器 (ディストリマ

ン/GILSON社) を使用してDWP (２ml アッセイブロッ

ク96ウェル (Coster社/431140))に分注する．次に，レ

プリカ作成用96連スタンプを用いて，一晩静地培養し

たDestination MTPからDWPへコピーを取り，そのDWP

をAir-pore Tape Sheet (QIAGEN)でシールした後，一晩

37度で振とう培養する．一晩培養したDWPを30min，

3000rpm (ベックマン社/Allegera6RK) で遠心し，上清

除去後DWPをひっくりかえしたまますばやくキムタ

オル上で残りの培地を吸い取る．プラスミド抽出には

QIAprep96Turbo Mini prep Kit (QIAGEN) を使用した

(詳細は当キット取扱説明書参照)．抽出したプラスミ

ドはDWPに回収した (キアゲンのキット付属の回収プ

レートよりも扱いやすい)．自動システムの場合New

Protocol3を使用して本行程を行う．

ここで抽出された各クローンのプラスミドは，後の

行程でPCRテンプレート用に使われるが，各大腸菌ク

ローンからのダイレクトPCRを行っても良く，特に問

題は無い．我々の場合は，クローン配布用に各クロー

ンのプラスミドが必要であるため，プラスミド抽出を

行っている．

（4）抽出したプラスミドの電気泳動によるチェック

電気泳動には，日本エイドー社製のゲノム解析用泳

動装置(処理能はMTP８枚／１台)もしくはテカン社製

のオート泳動システムを使用する．１µlのプラスミド

を１％アガロースゲル／0.5×TBEバッファーで泳動

した．

（5）PCR

PCRテンプレート用に抽出したすべてのプラスミド

を10倍に希釈し，以下の条件でPCRを行った．

1）インサート全長のPCRによる増幅

我々はベクターにpBluescriptを用いていることから，

インサート全長をPCRにより増幅させる際，1_2ngのプ

ラスミドテンプレートに対しM13 RV primerとＭ4 primer

(TAKARA社)を使用している．
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反応系は以下の通り．

10×バッファー 5 µl

25mM MgCl2 5 µl

2mM dNTP mixture 5 µl

20µM M4 primer 1 µl

20µM RV primer 1 µl

Plasmid template (1_2 ng；抽出プラスミドを10倍希釈

したもの) x µl

(他の試薬の濃度・液量により適宜変える)

Taq polymerase 0.25 µl

Water y µl

(他の試薬の濃度・液量により適宜変える)

Total 50 µl

注意）ロボットシステムによりPCRを行う際は，調製した反

応液にミネラルオイルを1_2滴加える．

PCR cycle:

94℃ for 1 min

94℃ for 1 min, 60℃ for 2 min, 72℃ for 2 min (29cycles)

72℃ for 10 min

2) 3’UTRのPCRによる増幅

RGPではESTマップ構築のために，ユニーククロー

ンの3’UTRを基に設計した，Upper primerとLower primer

を作製している (遺伝子特異的プライマーセット::Wu

et al., 2002)．これらを有効に利用すると共に，マイク

ロアレイに用いられたESTクローンのうち，未だ遺伝

子特異的プライマーのないものについては同様のプラ

イマーセットを設計・作製し，3’UTRのPCRによる増

幅を行っている．増幅サイズは平均約250bpである．

(3’UTRとは，cDNA 3’端の非翻訳領域．)

反応系は以下の通り．

10×バッファー 5 µl

25mM MgCl2 5 µl

2mM dNTP mixture  5 µl

20µM Upper primer  1 µl

20µM Lower primer  1 µl

Plasmid template(1_2 ng) x µl

(他の試薬の濃度・液量により適宜変える)

Taq polymerase 0.25 µl

Water y µl

(他の試薬の濃度・液量により適宜変える)

Total 50 µl

PCR cycle：

94℃ for 1 min

94℃ for 1 min, 60℃ for 2 min, 72℃ for 2 min (29cycles)

72℃ for 10 min

（6）PCR産物の精製

PCR終了後，QIAquick 96 PCR Purification Kit(QIAGEN)

を使用し，PCR産物の精製をおこなった (詳細は添付説

明書を参照)．プライマー等の除去，PCRバッファーの

置換を行う (精製せずにマイクロアレイを作製すると，

PCR産物に含まれるPCRバッファーが，ハイブリダイ

ゼーション反応を阻害する，と言われている)．

（7）精製PCR産物の電気泳動による確認

精製したPCR産物すべてについて，2.5％アガロース

ゲルを用いて電気泳動を行い，PCRの成否を確認した．

これら精製DNAサンプルの電気泳動には，前述の，日

本エイドー社製のゲノム解析用泳動装置(処理能はMTP

８枚／１台)もしくはテカン社製のオート泳動システム

を使用する．

（8）精製DNAの濃度調整

精製PCR産物を分光光度計 (測定波長OD260) により

濃度測定し，200fmol/µlに濃縮または希釈する．希釈

は精製の際の溶出バッファーを使用し，濃縮は60℃の

加熱により行う．その後，精製DNAをreagent D (DMSO

reagent/Amersham Pharmacia 社)と以下の比率で混合

(DNA+water : reagent D = 1：1になるように)．

DNA 48 µl

reagent D 162.5 µl

Water 114.5 µl

（9）精製DNAサンプルの96MTPから384MTPへの移し

替え

濃度調整後，reagent Dとの混合が終了した精製DNA
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サンプルを，384MTP(GENETYX社)に移し替える．そ

の理由は，アレイスポッターが384MTP (GENETYX社)

仕様であるため．この移し替えには，ピペットマンも

しくは96ピンタイプの分注器を用いている．

２．スポッターの使用法

当研究グループでは，Array Spotter Generation�

(Amersham Pharmacia社)を用いている．

使用前の準備：

スポッターがクリーンブース内に設置されている場

合，クリーンブース内のほこりを取り除くためファ

ンを回しておく．また，湿度を一定にするため(55％

程度)，加湿または除湿を行っておく．

スポッターの廃液ボトル内の液を捨てておく．また，

MilliQ水，100％ EtOH，0.2M KOHのボトルにそれぞ

れの試薬を，スポッター内部の加湿用タンクにMilli

Q水を，補充しておく．

注　意：

＊スポッター用のペンセット(pen set)の先端を乾燥

させない．１つのペンセットには，12本の微細

キャピラリーペンが直線上に並んで付いている．

ペンの先端を乾燥させると，目詰まりを起こしや

すくなる．

＊バーコードシールが曲がっているスライドガラス

や傷のあるスライドガラスは，スポッティングに

使用しない．

� スポッターに接続している窒素ボンベの栓を

あける．その後スポッター本体横にある白い弁

を開けてスポッターに窒素を供給する．(スポッ

ター本体横にあるNITROGENのメーターが９psi

の値を指すまでボンベの栓をゆるめる．)(この

加圧窒素は，スポッティングピンの洗浄の際，

ピンの乾燥のために使われる．)

� バキュームポンプのスイッチを入れ，スポッ

ター本体横にあるVACUUMのメーターが25Hg

の値を指すまで待つ．(この陰圧により，Slide

Trayd後述fに置かれたスライドグラスを，ス

ポッティングの際に固定・保持する．)

� スポッターに接続しているコンピュータにイ

ンストールされているソフトウェア”Generation

� Array Spotter Control”を起動して，スポッター

をイニシャライズする．(イニシャライズ中にマ

ウス，キーボードなどに触れると，スポッター

のアーム等が暴走し部品が損傷する可能性があ

るので，触れないようにする．)

� メニュー画面になったらまず，Humidity Control

ボタンをONにして，スポッター内部が適湿 (55

％程度)になるよう調節する．

� 画面左側にあるRoad Slides/Plates をクリック

し，小さなウィンドウを表示させる．この状態

であればスポッターのドアが開閉できる (通常，

スポッターがアクティブ状態の場合にはドアは

開かないようになっている)．

� スポッターのアームにペンセットを取り付け，

付属のねじでしっかりと固定する．また，週１

回程度，Park Station(Slide Trayの左側にある)内

のMilliQ水を交換する(スポッター起動後の停止

状態時に，アームに取り付けたペンセットの先

端は，Park Station内の水中に保持される)．

� スライドガラスをSlide Trayの左奥から右方

向へ順に置いていく (Slide Trayには36枚分のス

ライドガラス用ユニット(４行×９列) がある)．

スライドガラスのほこりをエアーダスター等の

圧縮空気で除去し，バーコード面を自分側(手前)

に向けて，各ユニットの左奥角にスライドの角

を合わせてセットする．(スポッティング用スラ

イドガラスの枚数が９の倍数以外の場合は，ダ

ミーのスライドガラスを加えて９の倍数になる

ようにセットする．ユニット１行分(スライド９

枚分)を単位にバキューム装置が働いているの

で，９の倍数になっていないと，スポッティン

グ中にスライドを固定できず，各スポット液量

の不均一やスポット間隔のずれ等が生ずる．)

� あらかじめスピンダウンしておいた384穴プ

レート(プローブ用DNA入り)を，スポッター内

の左側にあるMicroplate Elevatorへ，下から順に，

プレートのA１が右奥にくるように(プレートの
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バーコードを奥側に向けて)セットしていく．プ

レートを全て入れ終わったらMicroplate Elevator

の扉を閉め，次いでスポッターのドアをしっか

りと閉める．

	 �や�と同じ画面上にある，小さなウィンド

ウ内のReadyボタンをクリックする．


 同じ画面右側にあるManual Washをクリック

してペンセットの洗浄を行う．これを10回繰り

返す．

� 同じ画面のメニューOptionからSpotting Para-

metersを選択して，Spot Diameterを250µm，Spot

Bufferを30µmに設定する．その後Optionから

Spotter Set Upを選択し，plate数を12，Slide数を

36，Well Setsを32，Spot/Dipを72に設定する．

� 画面左側のStartボタンをクリックし，スポッ

ターをスタートさせる．この際，Microplate Ele-

vatorのドアが開いているなどのエラーがあった

場合には，小さなウィンドウ (エラーメッセー

ジ) が画面に現れる．エラーを解決した後，小

さなウィンドウ内のStartをクリックすれば，ス

ポッターは再始動する．384穴プレート12枚分

をスライドガラス36枚にスポッティングする場

合 (１runでの最大処理能力)，ほぼ４時間で終

了する．［注］

 Spotが終了したら，画面右側にあるManual

Washをクリックしてペンセットの洗浄を行う．

これを10回繰り返す．このあと画面左側にある

Road Slides / Plates をクリックし，小さなウィン

ドウを表示させてからドアを開ける．ペンセッ

トと384穴プレートをしまい，ドアを閉めてこ

の状態で約４時間放置してスライドガラス上の

スポットを乾燥させる．

� スポットが乾いたら遮光できるスライドガラ

スケースに乾燥剤とともに封入し，乾燥器の中

に保存する．

� “GenerationIII Array Spotter Control”を終了し

てスポッター本体横にある，白色の弁と窒素ボ

ンベの栓を閉め，真空ポンプのスイッチを切る．

［注］スライドガラス上のスポットの分布：

本スポッター(12本ペン)の最大スポッティング数

は，スライド１枚当たり4608スポット×2反復＝

合計9216スポットである．この場合，１枚のスラ

イド上では，

(12本のペン)×(1本のペンで同一クローンが2反復)

というスポッティングパターンが，384回繰り返

されることになる．

その結果，１枚のスライドグラス上におけるスポッ

トの分布は，次のようになる：

24個のFieldが12行×2列に並ぶ；１個のFieldには，

384スポットが12行×32列に配列している．(24×

384 = 9216クローン)

著者らが作製しているイネ9000 cDNAアレイで

は，スライドガラス２枚のほぼ全面にわたって

cDNAがスポッティングされている．

３．マイクロアレイ実験に用いるRNAの調製について

マイクロアレイ実験に適した，特別なRNAの調製法

というものは無い．厳密な比較検討は行っていないが，

CTAB法，グアニジン法，SDS/フェノール法など，異

なる抽出方法に起因する，実験結果の差異は無いと思

われる．重要なことは，(或る程度)精製度の高いRNA

であること，つまり，抽出したRNAにタンパク質・多

糖類・実験試薬等の不純物・不要物が残留していない

こと，逆転写酵素でcDNAが作られる程度に精製され

ていること,である．抽出したサンプルについて，分光

光度計による測定結果(O.D.260/O.D. 280やO.D. 260/O.D.

230の値)が満足のゆくものであっても，電気泳動をし

て (或いは，Agilent Technologies/Caliper Technologiesの

LabChipシステムを用いて) RNAの存在と品質を確認し

ておくことを薦める．また，抽出・精製には，市販さ

れているRNA抽出用キット類 (QIAGENのRNeasy Kit

等)の利用を推奨する．

なお，マイクロアレイ実験に供するのは，total RNA

でもmRNAでもよい(次項４．参照)．一般的に，mRNA

を用いた場合の方が，アレイ実験で得られる画像の蛍

光強度が高い.
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４．ターゲットの調製

（1）一色蛍光法

ここでは，イネ9000 cDNAアレイ１セット分(２枚１

組)のプロトコールを紹介する．

実験開始前の準備：

ヒートブロックの温度をそれぞれセットしておく．

(37℃，42℃，70℃，95℃)

ハイブリオーブンを60℃にセットし，また，加湿状

態にしておく．

注意事項：凍結保存している試薬類は氷上で溶かす．

1) 1.5ml tubeに，mRNA(もしくはtotal RNA)と，下記

の試薬を混合して反応液を作り，スピンダウンする．

mRNA (+dH2O *) 10 µl －

(2µgを含む)

Total RNA (+dH2O *) － 12 µl

(40µgを含む)

Control RNA 10 µl 10 µl

Oligo_(dT)25 02 µl 02 µl

Random Nonamer Primer 02 µl －

Total 24 µl 24 µl

(*RNAが上記カッコ内の質量になる様に，RNA濃度によって

はdH2Oを加え，上記の規定容量に調整する．)

2) 70℃で５分間プレアニーリングさせる．

3) 25℃(室温)で10分間インキュベートした後スピン

ダウンする．

4) 前項 3)のtubeに，以下の試薬類を加えて緩やかに

ピペッティング後，スピンダウンする．

5×Super Script buffer 8 µl

0.1M DTT 4 µl

dNTP mix  2 µl

Cy5_dCTP * 2 µl

(もしくは Cy3_dCTP)

Super Script II ** 2 µl 

Total 18 µl

＊重要：Cy_dyeを加えた後は遮光すること

＊＊重要：Super Script IIは一番最後に加えること

5) 42℃・暗所で2.5時間反応させる．

6) 94℃・暗所で３分間加熱した後スピンダウンする．

7) 2.5M NaOHを 4 µl加えて混ぜる．

8) 37℃・暗所で15分間反応させる．

9) 2M HEPESを20µl加えて緩やかにピペッティング

後，スピンダウンする.

10) QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN)，或いは，

GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (Amersham

Pharmacia社) 等を用いて精製する．その後バキュー

ムコンセントレーターでドライアップさせる．(この

際バキュームコンセントレーターを遮光し，内部を

暗所にしておく)

11) 前項10)の tubeに12µlのdH2Oを加えてしっかりと

溶かす．その後スピンダウンする．

12) 95℃・暗所で４分間加熱する．

13) 氷上・暗所で30秒間急冷し，スピンダウンする．

14) Oligo A80(1mg/ml)を３µl加えピペッティングした

後スピンダウンする．

15) 70℃・暗所で45分間反応させ，スピンダウンする．

16)軽く温めておいたExpressHyb (Clontech社) 45µl を

加え，気泡をたてない様に緩やかにピペッティング

し，混合した後スピンダウンする．

（2）二色蛍光法

ここでは，イネ9000 cDNAアレイ１セット分(２枚１

組)のプロトコールを紹介する．

実験開始前の準備：

ヒートブロックの温度をそれぞれセットしておく．

(37℃，42℃，70℃，95℃)

ハイブリオーブンを60℃にセットし，また，加湿状

態にしておく．

注意事項：凍結保存している試薬類は氷上で溶かす．

以下の操作はCy3用とCy5用それぞれのチューブを用

意し行う．

1) 1.5ml tubeに，mRNA(もしくはtotal RNA)と，下記

の試薬を混合して反応液を作り，スピンダウンする．

mRNA (+dH2O *) 10 µl －

(2µgを含む)
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Total RNA (+dH2O *) － 12 µl

(40µgを含む)

Control RNA 10 µl 10 µl

Oligo_(dT)25 02 µl 02 µl

Random Nonamer Primer 02 µl －

Total 24 µl 24 µl

(*RNAが上記カッコ内の質量になる様に，RNA濃度によって

はdH2Oを加え，上記の規定容量に調整する．)

2) 70℃で５分間プレアニーリングさせる

3) 25℃ (室温) で10分間インキュベートした後スピ

ンダウンする．

4) 前項 3)のtubeに，以下の試薬類を加えて緩やかに

ピペッティング後，スピンダウンする．

5×Super Script buffer 8µl

0.1M DTT 4µl

dNTP mix 2µl

Cy3_dCTP * 2µl

もしくはCy5_dCTP

Super Script II ** 2µl 

Total 18µl

**重要：Cy_dyeを加えた後は遮光すること

**重要：Super Script IIは　一番最後に加えること

5) 42℃，暗所で2.5時間反応させる．

6) 94℃，暗所で３分間加熱した後スピンダウンする．

7) 2.5M NaOHを 4 µl加えて混ぜる．

8) 37℃，暗所で15分間反応させる．

9) ２M HEPESを20µl加えて緩やかにピペッティング

後，スピンダウンする．

10) QIAquick PCR Purification KIT(QIAGEN)を用いて精

製する．

11) 前項10)で精製，溶出したCy3とCy5のサンプルを

１本のチューブにまとめる．その後バキュームコン

セントレーターでドライアップする．(この際バキュー

ムコンセントレーターを遮光し，暗所にしておく)

12) 前々項10)に９µlのdH2Oを加えてしっかりと溶か

す．その後スピンダウンする．

13) 95℃，暗所で４分間加熱する．

14) 氷上，暗所で30秒間急冷し，スピンダウンする．

15) Oligo A80 (1mg/ml)を６µl加えピペッティングし

た後スピンダウンする．

16) 70℃，暗所で45分間反応させ，スピンダウンする．

17) 軽く温めておいたExpressHyb (Clontech社) を45µl

加え，気泡をたてないように緩やかにピペッティン

グで混合した後スピンダウンする．

５．ハイブリダイゼーション

実験開始前の準備：

ハイブリダイゼーションの前に，マイクロアレイを

UVクロスリンクしておく (50000µJ/cm2)．(UVクロ

スリンクをしなくても実験結果には殆ど影響がない，

と言われている．) クロスリンクしたマイクロアレイ

は，極力早く使用し，長期保存しない．

（1）スライドガラスとカバーガラスの表面のほこりな

どを圧縮空気 (エアーダスター) で除去する．前項

(16)の半量 (30µl)を１枚目のスライドガラスの端に

滴下し，滴下した側の端から徐々にカバーガラスを

かぶせる．(注意事項：この際，気泡が入らないよう

に十分注意する．また，一度のせたカバーガラスを

動かさないようにする．)

（2）残りの半量 (30µl)を２枚目のスライドガラスに滴

下し，同様にカバーガラスをかぶせる．

（3）タッパーなどの密閉できる容器にキムタオルやス

ポンジを置き，60℃程度のお湯をしみ込ませる．そ

の上に台座を置き，カバーガラスをかぶせたスライ

ドガラスを乗せる．容器の蓋をしっかりと閉めて密

閉状態にする．

（4）60℃・暗所・加湿状態 (ハイブリオーブン使用)

で４時間ハイブリダイズさせる．

６．スライドガラスの洗浄

洗浄前の準備：

２種類の洗浄液 (1×SSC, 0.2％ SDSと0.1×SSC, 0.2％

SDS)を55℃に温めておく．

ハイブリオーブンを55℃にセットしておく．
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（1）黒色のウォッシュボックス(＝スライドグラス用ラッ

ク入り，ふた付きの，遮光可能な洗浄用の箱) へ，

55℃に温めた１×SSC, 0.2％ SDSを十分量入れる．

（2）タッパーなどの口の広い容器 (約15cm×約20cm)

に，55℃に温めた１×SSC, 0.2％ SDSを入れる．そ

の液中にスライドガラスを浸してカバーガラスを剥

がし，(1)のウォッシュボックス内のラックに手早く

入れる．この際，ガラスが，ラック内でなるべく等

間隔になる様に入れていく．蓋をして，55℃・暗黒

下で10分間穏やかに振とうする．

（3）別のウォッシュボックスに，55℃に温めた0.1×

SSC, 0.2％ SDSを入れ，その中に (2)のラックを手早

く移し．蓋をして，55℃・暗黒下で10分間穏やかに

振とうする．

（4）別のウォッシュボックスに，55℃に温めた0.1×

SSC, 0.2％ SDSを入れ，その中に (3)のラックを手早

く移し，蓋をして，55℃・暗黒下で10分間穏やかに

振とうする．

（5）別のウォッシュボックスに室温の0.1×SSCを入れ，

(4)のラックを手早く移して，液中でラックを10回程

度上下させて洗う．

（6）別のウォッシュボックスに室温の0.1 x SSCを入れ，

(5)のラックを手早く移して，液中でラックを10回程

度上下させて洗う．

（7）別のウォッシュボックスに室温のMilliQ水を入れ，

その中に(6)のラックを手早く移して，水中でラック

を5回程度上下させてリンスする．

（8）室温に設定したプレート用遠心機で900～1000rpm，

４分間遠心して，スライドガラス上の水気を除去す

る．この後に，スキャニングする．

７．スキャニング

（1）Array Scanner GenerationIIIでスキャンする場合

このスキャナー(Molecular Dynamics社，Amarsham

Pharmacia社)には，スライドグラス用カートリッジと，

カートリッジをセットするためのマガジンが付属して

おり (Amarsham BS社のウェブサイトの写真参照)，こ

れらを用いてスライドグラスをスキャニングする．

1) スキャナー，コンピューターの順に電源を入れて，

立ち上げる．

2) ソフトウェア“Array Scanner Control”を起動して，

スキャナーをイニシャライズする

3) イニシャライズ終了後，スキャナーから，マガジ

ンを取り出す．

4) スライドガラス上のほこりを，エアダスターなど

で取り除く．

5) スライドカートリッジを，Ω字型の切り込みが手

前，スライドストッパーが左側になるように，一方

の手で保持し，ストッパーのすぐ手前のバネを押し

ながら，スライドガラスを所定の位置にセットする．

この際，スポット面を上に，バーコードをΩ型切り

込みと反対側にする．

6) カートリッジを，スポット面を上にしてマガジン

に入れる．カートリッジは，マガジンの最下段から

サンプル番号順に入れていくのが望ましい (スキャニ

ングは，マガジン最下段から始まるため)．

7) 
)マニュアルモードでスキャンする場合

“Array Scanner Control”の初期画面で，Scanner

ModeをManualにする．

“File”メニューから，“Scan Set up”を選ぶ．この

画面で，Slide AreaからFull Slideを選択し，次いで

Scan Parameters (使用波長，スキャンする範囲，ど

のスライドガラスをスキャンするか等) を設定する．

Doneボタンをクリックすると初期画面に戻るので，

スタートをクリックする．セーブウィンドウが表示

されるので，画像データをセーブするファイル名を

入力し，OKボタンをクリックするとスキャニングが

始まる．

�)オートモードでスキャンする場合

“Array Scanner Control”の初期画面で，Scanner

ModeをAutoにする．そのままスタートボタンをク

リックすると，スキャニングが始まる．この場合，

自動的にガラス全体のスポットが２波長 (Cy5, Cy3

の２色分) でスキャンされる．画像データの保存も

自動的に行われ，保存ファイルの名前はバーコード

ナンバーとなる．もしバーコードを読み取れない場

合は，「Slide○○」(＝「○○枚目にスキャンしたス

ライド」)という名前になる．

8) 一色蛍光法の画像データは，２つのフォルダ (そ
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れぞれに２ファイルずつを含む) と，フォルダなし

の２つのファイルに，保存される．

先ず，２つのフォルダ，○○○.dirと○○○b.dir，

についてだが，フォルダ○○○.dirには，○○○.ds

と○○○_L_1.GELという２ファイルが，一方，フォ

ルダ○○○b.dirには，○○○b.dsと○○○_R_1.GEL

という２ファイルが，それぞれ入っている．これは

１枚のスライドガラスを左側と右側にわけてスキャ

ンしているためである．○○○_L_1.GELが左側の，

○○○_R_1.GELが右側の画像になる．

フォルダなしの２つのファイルは，○○○.dsと○

○○b.dsで，これはフォルダ内の同名のファイルと

全く同じものである．

(参考：２色蛍光法の画像データをスキャンする場合，

オートモードでは，Cy３→Cy５の順でスキャンされ，

○○○_L_1.GELにCy３の画像，○○○_L_2.GELに

Cy５の画像が，保存される．マニュアルモードでは，

Cy５→Cy３の順でスキャンされ，○○○_L_1.GELに

Cy５の画像，○○○_L_2.GELにCy３の画像が，保存

される．また，”Image Quant”というソフトを用い

れば，○○○.dsで左側の，○○○b.dsで右側の２色

重なった画像を見ることが出来る．)

9) スキャニングが終了したら“Array Scanner Control”

を終了し，スキャナーの電源を切る．

（2）FLA_8000でスキャンする場合

FLA_8000 (FUJIFILM社製スキャナー) では，Array

Scannerよりもスライドガラスのセッティング操作が簡

便である．スライドキャリア (最大スライド５枚セッ

ト可能) にスライドガラスを挿入し，スライドキャリ

アごと本体にセットすればよい．

1) スキャナー，コンピューターの順に電源を入れて，

立ち上げる．

2) ソフトウェア“ Image Reader FLA_8000 v1.12”を立

ち上げ，スキャナーのウォーミングアップを行う．

3) スキャナーから，スライドガラス用キャリアーを

取り出し，取っ手側を下にして置く

4) エアダスターなどでスライドガラス上のほこりを

取り除く．スライドをキャリアーにセットする際に

は，スポット面を上にして，バーコード側の端を持っ

て，キャリアーに挿入する．その後，キャリアーを

スキャナー内にしっかりとセットし，スキャナーの

蓋を閉める．

5)“スキャンコンディション”(即ち，“レゾリュー

ション”を‘10 µm’に，“スキャンモード”を“ハ

イセンス.”にセット)，“エリア”(“マックス”ボタ

ンを押して，最大範囲にセット) を設定する．“レー

ザー”の波長とスキャンするスライドガラスの枚数

を設定する．(前もって画像データの質を確認するた

めに，“プレスキャン”をしても良い．) Scanボタン

をクリックするとスキャンがスタートする．スキャ

ン終了後，Saveボタンをクリックし，画像データを

セーブする．

6) セーブされた画像は１画像につき，１つのファイ

ルと１つのフォルダが１セットで作られる．この

ファイルには，Back up情報(或いはSet up情報)が含

まれており，ファイル名は“ここで１セットになっ

ているフォルダ名.set”である．一方，フォルダの方

には，○○○－○.img，○○○－○.inf，Info.setとい

う３つのファイルが含まれている．なお，○○○－

○.  imgなどの“－○”の部分には，スキャンに使用

したレーザーの波長が表示される．例えば，Cy5の

波長でスキャンした場合は○○○－635.imgというよ

うになる．(参考：“Image Reader”の古いversionであ

る“Image Reader MAS_0”のFileプルダウンメニュー

中にある“Convert to TIFF”を用いれば，imgファイ

ルをtifファイルに変換することが可能である．)

7) スキャンが終了したら“Image Reader FLA_8000 v1.

12”を終了し，スキャナーの電源を切切る．

８．画像データの数量化

本グループで使用経験のある３種類の数量化ソフト

ウェアについて，以下，それぞれの使用法を記述する．

なお，(1)のソフトウェアには，日本語による詳しい操

作ガイドと取扱説明書 [詳細な操作方法を含む] が付属

している．(2)と(3)のソフトウェアについては，今の

ところ英語版の取扱説明書だけであり，日本語の説明

書は用意されていない (2000年末現在)．

89

藤井文子ほか：イネcDNAマイクロアレイ実験プロトコール



［本節で使用する言葉の定義：

Template：蛍光シグナル強度を測定・定量化するた

めの領域を定める枠組．遺伝子情報ファイル：マイ

クロアレイ上のクローンのナンバリング，クローン

ID，accession No.，等の情報を含んだファイル．］

（1）Array Gauge (Windows版，FUJIFILM社製の解析ソ

フトウェア)

STAFF研究所作製のイネ9000 cDNAアレイによって

得たデータを数量化する場合は，あらかじめ，イネ

9000 cDNAアレイ用Template，及び，当該スポットに関

する遺伝子情報ファイルをインストールしておく．イ

ンストールの詳細についてはFUJIFILM社のArray Gauge

担当者に問い合わせられたい．

なお，個別のケースで新たにTemplateを作製する場

合は，その詳細な操作手順が，本ソフトウェアの操作

ガイドと取扱説明書 (いずれも日本語版) に記されて

いるので，御参照頂きたい．

1) ArrayGauge v1.31を起動する．画面上部に解析手順

の項目が，フローチャートとして表示される．この

順序に従って，解析を進めてゆく．画面左側パネル

にも，現在の解析項目と次の項目 (左側パネル最下

段ボタン)が示される．

(a).imgファイルの場合：画面上部の Imageアイコン

ボタンをクリックし，画面左側パネルのTrimingボタ

ンをクリックする．小さなウィンドウ，“ファイルを

開く”，が表示される．この小ウィンドウから解析す

る imgファイルを選択する．そして“開く”という

ボタンを押すと，このウィンドウは“Triming”とい

う小ウィンドウに切り替わる．この“Triming”ウィ

ンドウ下方の，階調調節用グラフ(Range Scope)右端

にある緑色の垂線をドラッグしながら，画像の濃

淡・色調を調節する．フォルダアイコンから未解析

画像ファイルを選択した場合は，左側のパネルの

RangeScopeボタンをクリックしてTrimingウィンド

ウを表示させ，ここで述べた方法で階調調節をする．

(注：ここで画像の階調・濃淡を変更してもオリジナ

ルな蛍光強度は変化しない．従って，最終的な測定

結果には影響を与えない．) →Displayアイコンボタ

ンへ．

(b).tifファイルの場合：画面上部のImageアイコンを

クリックし，画面左側パネルのTrimmingボタンから．

tifファイルを選択して開く．小さなウィンドウが開

くので，ここでRange Scopeを調節し，別のファイル

名をつけてセーブする．→Displayアイコンボタンへ．

2) 画面左側パネル最下段にあるDisplayアイコン，ま

たは，画面上部にあるDisplayアイコンをクリックす

る．左側パネル内で，Scaleがexponentialになってい

ることを確認する．アレイ画像の微調節を行うため

には，画面左側パネル下方にある階調調節用グラフ

の，緑色の垂線をドラッグしながら，画像の濃淡・

色調を調節する．(注：ここで画像の階調・濃淡を変

更してもオリジナルな蛍光強度は変化しない．従っ

て，最終的な測定結果には影響を与えない．)→Mea-

sureアイコンボタンへ．

3) 画面左側パネル下方にあるMeasureアイコン (また

は，画面上部にあるMeasureアイコン)をクリックす

る．左側パネル内のSelectからイネ9000 cDNAアレ

イ用のTemplateを１つ選択してOKボタンをクリッ

クすると，選んだTemplateがアレイ画像上に表示さ

れる．画像データとテンプレートの対応を間違えな

いように注意する (例えば1stスライドガラスの画像

データに2ndスライドガラス用のテンプレートを使

用すると後で数量化が終了したテキストデータに1st

スライドガラス用のcDNA情報を添付できなくなる．

この際はもう一度テンプレートをつけ直して３) か

らやり直すことになるので要注意)．

4) 左側パネル内の，３つ横に並んだ正方形のFitting

ボタンのうち左２つと，上方にある手型ボタンとを

駆使してTemplateを移動させ，スポットの位置に大

まかに合わせてからAuto Optionをクリックする．す

ると小さいウィンドウ(AutoFitting Parameters Option)

が表示される．この中のBlock Alignment Typeを inde-

pendentに，Spot Alignment Sensitivityを４ (ないしは

３) に設定し，Spot Appearanceをそのスポッティン

グ状態(スポットがドーナッツ状か否か)に合わせて

選択し，Centering Parameterを３ (ないしは４) に設

定して，Autoをクリックする．この操作によって，

Templateがスポットに自動的に当てはまるよう調整

される．Templateがスポットとずれた箇所は手で修
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正し (場合によっては，もう一度Auto Optionを繰り

返す)，最終的にTemplateを全てのスポットに上手く

当てはめる．

(オプション　１：Positive Controlスポットの設定は，

この段階で行う．左側パネル内のChoiceボタンを

使ってPositive Controlのスポットを選択し，次に，

Attributeボタンをクリックしてスポット属性をControl

に変更する．Positive ControlスポットのTemplateが緑

色に変わる．)(オプション　２：Global Backgroundの

ための領域設定は，この段階で左側パネル内のBack-

groundボタンを使って行う．10)参照．)→Analysisア

イコンボタンへ．

5) 画面左側パネル下方にあるAnalysisアイコン，また

は，画面上部にあるAnalysisアイコンをクリックする．

１つの画像ファイルを解析した場合は，３枚のウィ

ンドウ (即ち，既に５)で開いていたアレイ画像の他

に，スポット蛍光強度の測定結果表，各スポットの

濃度分布を示したパターン画像) が，画面に現れる．

２つの画像ファイルを解析した場合は，７枚のウィ

ンドウ (即ち，アレイ画像２枚と，それぞれのパター

ン画像［２枚］，スポット蛍光強度の測定結果の表１

枚，パターン画像を比較したCompare Window１枚，

そして２つの測定結果を比較したスキャッタープ

ロット１枚) が，画面に現れる．それぞれのウィン

ドウ上のスポットとデータは相互にリンクしている

(しかし，スキャッタープロット上の各点から，他

のウィンドウへの方向には，リンクがない)．

6) アレイ上のcDNAに関する情報を，測定結果表に加

えるためには，先ず，測定結果表ウィンドウをアク

ティブにして左側パネル内のcDNA info.ボタンをク

リックする．小さなウィンドウ(cDNA Info)が表示さ

れるので，その中のselectボタンをクリックして，あ

らかじめインストールしておいた遺伝子情報ファイ

ルから，当該測定結果表に対応するファイル(例えば，

イネ9000 cDNAアレイ前半スライドの結果ならば，

ファイルRice9000FullArray1-stInfo) を選択してOKボ

タンをクリックする．小さなウィンドウの左側に，

その情報ファイルに含まれる諸項目が表示されるの

で，先ず，その中のElement No.のみを選択しAddボ

タンをクリックしてIndex Matching Informationへ移動

させる，次いで，Add allボタンをクリックして，残

りの遺伝子諸情報すべてをGene Information to Display

へ移動させる．最後にOKをクリックすると，結果表

内へ各スポットに対応した遺伝子情報が表示される．

7) 左側パネル内のMeasure Optionボタンをクリックす

ると小さなウィンドウ (名称：Measure Option) が表

示される．ここから，BackgroundやNormalizationの

設定が出来る(Backgroundの設定はRange Optionか

らでも可能．10)参照)．(Normalizationとしては，し

ばしば，Global Normalizationが行われている．Positive

controlを使うと上手くNormalization出来ない場合が

多い．)

8) 測定結果表をアクティブにして，左側パネル内の

Table Optionボタンをクリックすると小さなウィンド

ウ (名称：Table Option) が表示される．ここでは測

定結果やクローンの情報を，No.やIndexの順 (いずれ

も昇順のみ)，Densityの順序 (測定値の降順)やRatio

の順序に従って並べ替えることができる．Ratioの場

合は，２サンプル間のデータ比率を，降順 (Ratio

(down)ボタンをクリック)，もしくは昇順 (Ratio(up)

ボタンをクリック)で表示できる．また，List Amount

でAllボタンを選択すると，全てのクローンのデータ

と情報を，一方，Topボタンを選択してから表示し

たいデータ数を入力すると，その数だけのデータと

情報を最高値データから降順で表示することができ

る．List ChoiceでSelectionsを選択すると，結果表内

にあるStatusにO.K.と入力されたクローンだけをリス

トアップする．(入力には，Status欄をクリックする

だけで良い)

9) アレイ画像をアクティブにして左側パネル内の

Range Optionボタンをクリックする．十字型に変化し

たカーソルで，その画像上の任意のスポットをクリ

ックすると，小さなウィンドウ(名称：Range Option)

が表示される．ここではバックグラウンド領域，測

定濃度域を調整できる. 我々は以下の(a)の設定を用

いて解析を行っている．

(a) Display modeをOut-Lineにし，Limit Density Range

の空欄はそのままにしておき(チェックをいれない)，

Peak Noise Reductionの空欄はクリックしてチェック

マークを入れる(Limit Density Rangeの設定値は０％
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のまま)．BackGroundでLocalボタンを選択し，BG

Thicknessを３に，BG Spaceを０に設定する．OKボ

タンをクリックする．(注：ここでGlobal Back Ground

を選択するためには，5)でBackground領域を設定し

ておく必要がある．) → Annotationアイコンへ．ま

たはSaveアイコンへ(この場合は10) をとばして11)

に進む．)

(b) dオプションf Display modeをOutLineにし，Limit

Density RangeとPeak Noise Reductionの空欄をクリック

してチェックマークを入れる (Limit Density Rangeの

設定値は０％のまま)．BackGroundでLocalボタンを

選択し，BG Thicknessを３に，BG Spaceを０に設定

する．OKボタンをクリックする．(注：ここでGlobal

Back Groundを選択するためには，5) でBackground

領域を設定しておく必要がある．)

10) 画面左側パネル下方にあるAnnotationアイコンまた

は画面上部にあるAnnotationアイコンをクリックす

る．左側パネル内のAアイコンを選択すればアレイ

画像上に文字が，矢印アイコンを選択すれば矢印を

入力することができる．→ Saveアイコンへ．

11) 左側パネル下方にあるSaveアイコン，または，画

面上部にあるSaveアイコンをクリックする．ここで

測定結果表をアクティブにし，Exportをクリックし

てTEXT形式で保存する．またアレイ画像の場合は，

Saveを選択すると imgファイルで，Exportを選択す

るとtifファイルまたはbmpファイルで保存できる．

（2）MicroArray Suite (Mac版，M & S機器製の解析ソフ

トウェア)

このソフトウェアで解析できるのは，tifファイル形

式のデータである．

使用前の準備：各スポットに関する遺伝子情報ファイ

ルを作製しておく (下記４) (b)参照) .

1) 数量化操作前の作業：マイクロアレイの蛍光画像

は，バックグラウンドの高い領域 (スライドグラス外

縁付近に多く生ずる) やバーコード部分など，解析

に不必要な，蛍光強度の極めて高い領域を含んでい

る場合がある．MicroArray Suiteでは，アレイ画像上

のスポットシグナル領域を切り取って，新しいファ

イルを作る (この作業をしないと，数値化が困難に

なる．)

ａ) MASbata21を立ち上げてfileから，解析したい画

像の tifファイルをイメージを選択して開く．プル

ダウンメニューEnhanceからNormalizationを選択

し，コントラストを調節する．ROIウィンドウの虫

眼鏡アイコン(画像をクリックすれば画像は拡大さ

れ，Optionキーを押しながら画像をクリックする

と縮小される)を選択し，スライドガラス全体が見

えるように大きさを調整する．次に，Cutアイコン

をクリックし，切り取りたい画像箇所を囲む．Edit

からCrop imageを選択すると，切り取りたい画像

部分のみのイメージになる．

ｂ) ガラス上のゴミや汚れの数値を下げるために

EnhanceからMedian Filterを選択し，３×３ピクセ

ルで２回ほどかける．何度もフィルターをかける

とスポット蛍光強度の測定数値に影響を及ぼすの

で注意する．

ｃ) FileからSave As...を選択し，この“切り取り画像”

に，別のファイル名をつけて保存する．この画像

を，以降の数量化解析に用いる．この画像のファ

イルも tif形式であるが，アイコンの形が，オリジ

ナル画像のtifファイルとは異なっている．(注意：

この画像をオリジナル画像と同じ名前で保存する

と，オリジナル画像は失われるので要注意．) (参

考：この画像を保存する際，名前の後ろに.tifとい

う拡張子をつけておけば，Windowsでも開くこと

ができる．)

ｄ) MASbata21を終了させる (この後再度立ち上げ

て，数量化を行う)．

2)［ここからが，数量化操作である．］MASbata21を

立ち上げて 1)で保存したtifイメージファイルを選択

し，開く．EnhanceからNormalizationを選択し，コン

トラストを調節する．Enhanceから invertを選択し，

invert CLUTにチェックを入れOKをクリックする．こ

れを行うとシグナルを黒く，バックを白く表示させ

ることができる．(同じ動作を再度行うと反転した画

像になる．)

3) Ext.からPlace Gridsを選択すると，前回最後に使用

したGridとGrid Set upという小さなウィンドウが表

示される．
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4) 新しくGridを作成する場合は以下の手順に従う．

(a) その小さなウィンドウ中のNewを選択すると，Con-

firm Saveという更に小さなウィンドウが表示される．

その中でNoを選択し，アレイ画像のウィンドウ下方

にあるClearGridsをクリックすると，それまで表示さ

れていたGridが画面上から消える．

(b) Grid Set upウィンドウ中のLoad Gene Libraryから，

使用する遺伝子ファイル (本項(2)の冒頭「使用前の

準備」参照)を選択し，設定する．次に，スポッティ

ングのパターンに合わせて，４つの項目 (Super Grid

Rows，Super Grid Columns，Sub Grid Rows，Sub Grid

Columns) をそれぞれ設定する．［例：スライド１枚

の全面にスポットされている場合は，Super Grid Rows

に12 (Fieldの行数)，Super Grid Columnsに２(Fieldの

列数)，Sub Grid Rowsに12(１Field内スポットの行数)，

Sub Grid Columnsに32(１Field内スポットの行数)を，

それぞれ設定する．(スポッティングパターンやField

については，「	. ２．スポッターの使用法」の末尾

にある［注］を参照のこと．)］カーソルを，アレイ画

像のスポットの一番左上から，１Field分のスポット

を囲む様にドラッグすると，残りのFieldに対応する

Gridも表示される．

5) Gridをスポットに合わせていく．個々のGridは全

て相互にリンクしているため，左側のGridを動かす

と右側のGridも連動して動き，上側のGridを動かす

と下方のGridも連動して動く．従って，左側のGrid

から右のGrid，上側のGridから下方のGrid，という順

序で，Gridをスポットに合わせていく．Grid間のリン

クをはずすには，先ず，リンクをはずしたいFieldに

カーソルを持っていき，そこでアップルマークを押

しながらFieldをクリックすると，そのGridだけが青

色に変化し，リンクをはずすことができる (この時，

カーソルはチェーンのような形になる)．リンクを元

に戻すには同じ操作を行えばよい．また，画像ウィ

ンドウ下方にGrid Cell Modeボタンがあり，このモー

ドでは，全Fieldの同じ場所のスポットを囲んでいる

セルが全てリンクしていて，ひとつ動かせばそれ以

下のものが全て同じように動く．リンクをはずすに

は上記の場合と同様にする．Gridのリンクをはずし

たら，必ずリンクを元に戻しておく．また，Fieldの

大きさを変えたいときはFieldの外枠にカーソルを合

わせるとカーソルが矢印様に変わるので，ドラッグ

して大きさを調節する．作成したGridは必ず名前を

付けて保存しておく．以上のような方法でGridをス

ポットに当てはめたら，画像ウィンドウ下方右側に

あるOKをクリックする．

6) Ext.からProcess Arraysを選択し，Place Grid Setting

内の項目内容のチェックを行い，Processing Specifics

内のTarget sizeを10pixelsに，TypeをThresholdingに，

weightを３に，Background SubtractionをLocalに，Inten-

sity Average WithinをTargetに設定する．またTarget

AnalysisがTarget Detection Onlyになっていることを

確認してOKを押す．(この際，必ず日本語変換ソ

フトになっていないことを確認する．“ことえり”や

“ATOK”のままだと強制終了される可能性があるの

で注意すること．) すると，３つのウィンドウ (元か

ら表示されている画像，Processing Resultという名前

の　イメージファイルとGridが重なっているウィン

ドウ，Sample Intensitiesという名前の測定結果表)が

現れる．

7) Ext.からDisplay Array Dataモードを選択すると，２

つのウィンドウ(Color imageとSample Intensities)が開

く．Color imageでは，キーコードがキーボードと対

応しており，例えばＨを押すとキーコードのヘルプ

が表示される．Clone infoには，クリックしたスポッ

トのデータが最大100個まで表示されるので，興味

のあるスポットのデータだけを選び出すことができ

る．Ｑを押すかダブルクリックでDisplay Array Data

モードから出ることができる．Display Array Data

モードから出ないと他の作業 (例えばセーブ)は行え

ない．また，一度Display Array Dataモードから出る

と，再度入ることができないので注意する．

8) 必要なデータをSave As...で保存する際，保存する

ファイルの名前には，全て別名を付ける．保存され

たファイルは，全てMicro Array Suite専用の保存形式

になる．(1)で作製した“切り取り画像”＝ tifイメー

ジファイルは，tifのまま．1) d)を参照)．Sample

Intensitiesは，tab区切りで text形式保存できるので，

別名保存する際に.txtという拡張子をつけておけば

Windowsでも開く事ができる．この textファイルを
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Microsoft Excelなどの表計算ソフトに落として，解析

する．

9) 以上，ここで紹介したソフトウェア“Micro Array

Suite”では，１枚の画像ファイルから幾つものウィ

ンドウが作成されてくる．従って，作業中は，各

ウィンドウを，それぞれファイルとして保存しなが

ら，解析してゆく方が安全である．(例えば，終了

する際，プルダウンメニューのWindowからDispose

all windowsを選択すると，そこに開いていた全ての

ウィンドウが閉じる，つまり，保存していないデー

タ等のウィンドウも閉じてしまう．)

（3）ArrayVision (Windows版，Molecular Dynamics社製

の解析ソフトウェア)

1)“ArrayVision”を起動する．画面上部に示されるア

イコンのうち，右端のアイコン (ArrayMacroボタン)

をクリックすると，２つの小さなウィンドウが現れ

る．画面右側の，横長の小さなウィンドウ(RundArray

Macrofウィンドウ) には，数量化する手順の各段階

が示される(ここではdDisplay Formatf: Change display

formatと表示)．同時に，画面中央には，RundDisplay

Formatfウィンドウ) が表示されるので，Image type

を16 bits (default)，total # of channelsを４，total # of

viewsを１に合わせ，OKをクリックする．

2) RundArrayMacrofウィンドウには，dARV Analysis

settingf: ArrayVision channels and measure selectionと表

示される．画面中央には，Run Macroウィンドウが

示されるので，Analysis typeをExpression，Arrays/

Templatesをsingle array，Template modeをsingle，Ele-

ment valueをDens x Area，Backgroundをaverageに合

わせ，チェックボックスには全てチェックを入れて

OKをクリックする．

3) RundArrayMacrofウィンドウには，“dLoading Image

Setf: Load multiple images from files.”と表示される．

画面中央には，Retrieve image setウィンドウが示され

る．このウィンドウ左側の欄に示されるファイルの

中から，解析したいGELファイルを選択してAddボ

タンを押し，同ウィンドウ右下側の欄(Images to load)

に表示させる．OKボタンをクリックする．

4) Loading Imageという小さいウィンドウ(ファイルが

“Loading中である”ことを表示) が消えると，Image

viewウィンドウが現れる．この中に先ほど選んだ．

GELファイル(＝アレイ画像)が表示される．また，

RundArrayMacrofウィンドウには，“dPausef: Cause

macro execution ... (以下略)“という文とStopアイコン

が表示される．これらの背後には，Visualsウィンド

ウが表示されている．

5) Visualsウィンドウ右上３番目のHistogramアイコン

(RundArrayMacrofウィンドウの後ろに隠れている)を

クリックすると，Visualsウィンドウ右半分(＝LUT

map)に蛍光シグナルのピクセル分布を示すヒストグ

ラムが表示される．LUT mapの左下から右上に走る

斜線 (茶色) の両端をドラッグしながらＸ軸方向に

沿って動かし，Image viewウィンドウの画像を見なが

ら，最適なコントラストに調整する．(Image viewウィ

ンドウ内の画像の倍率は，このウィンドウの左上端

アイコン(緑＆赤)のプルダウンメニューからmagni-

ficationを選び，適宜，調節する．)

6) RundArrayMacrofウィンドウのStopアイコンの下

にある”Resume”ボタン(緑色で，点滅している)を

クリックする．新たにTemplate DefinitiondUntitledf

ウィンドウが現れる．このウィンドウでtemplateを作

る (Templateとは，アレイ画像上のスポットに当ては

めてシグナル強度を測定・数量化するための枠組)．

7) 
) 既に適当な templateが保存されている場合：

Template Definitionウィンドウの左上にあるfileのプル

ダウンメニューからOpenを選ぶと，保存されている

Template filesが現れる．必要な templateを選び，OK

ボタンを押すと，Image viewウィンドウのアレイ画

像にtemplate (多数の赤丸) が現れる．(templateと画

像上のスポットがずれている場合は，Template Defi-

nitionウィンドウからAlignmentメニューに入り，下

のh) 以降に記した要領で，templateをスポットに当

てはめてゆく．)

	) 新規にtemplateを作製する場合：

ａ) Template definitionウィンドウ内のメニューから

Layoutメニューを選ぶ．このメニューのChangeボ

タンをクリックする．

ｂ) ３つの項目が現れる．Field selectionをmultipleに，

Layer selectionをoneに合わせ，rowにはfieldの数(＝
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使用したpenの本数)，columnには1 field当たりの

スポットの列数を入力してOKボタンをクリック

する．

ｃ) ａ)のLayoutメニューに戻る．Rowsにはスポッ

トの全行数，Columnにはスポットの全列数を入力

する．

ｄ) アレイ画像上のスポットの直径を測る．別の小

さなウィンドウLayout tool boxにある“A--B”ボタ

ン(＝距離測定用ボタン)を押すと，カーソルで直

線を引くことによって，２点間の距離測定が出来

るようになる(起点からドラッグして終点で放すと，

それら２点間の距離が測定される)．先ず，スポッ

トの直径を測る．直径がRows或いはColumnの欄に

表示されるので，その数値をDiameterの欄にキー

ボードから入力する．

ｅ) 次に，行・列方向のスポット間距離(interval)を

測定する．(行の intervalとは，隣接した上下スポッ

トの上端から上端までd或いは下端から下端までf

の距離，列の intervalとは，隣接した左右スポット

の左端から左端までd或いは右端から右端までf

の距離) Intervalは，ｄ)と同じ要領で測定すれば，

自動的に intervalの欄に入力される．

ｆ) 更に，Element欄のcircleを選んで，Createボタン

をクリックする．

ｇ) Element Starting Positionウィンドウが現れる．Tem-

plateの起点を決めるために，画像の左上端スポッ

トをクリックする．画像にTemplate (多数の赤丸)

が現れる．

ｈ) dここから，Templateをスポットに当てはめる

作業f

Template definitionウィンドウ内のメニューから

Alignmentメニューを選ぶ(templateをスポットに当

てはめるためのメニュー)．Templateの外側に，緑

色の方形をした枠 (以下，緑枠と称す) が現れる．

(Layout tool boxもAlignment tool boxに変わる．)

ｉ) 先ず，緑枠の左右の辺と上辺をドラッグして

(カーソルは，矢印から両矢印に変化) templateの

列がスポットの列に合うように調節する．

ｊ) 次に，緑枠の下辺を，キーボードのコントロー

ルキーを押しながらドラッグし，最下行のtemplate

が，最下行のスポットに合うように調節する (“コ

ントロールキーを押しながら”ドラッグすること

により，field数に対応した templateが配置される．

単に下辺をドラッグすると，templateは均等に広が

る)．

ｋ) 緑枠が囲む templateの範囲は，容易に変更出来

る．カーソルを１個のtemplateに合わせてクリック

すると，緑枠は１個のtemplateのみを囲む．更に，

シフトキーを押しながら，他のtemplateをクリック

すると，クリックした２つのtemplateを囲む緑枠が

出来る．同様の要領により，緑枠を任意の方形に

変えて，templateを囲むことが出来る．

なお，緑枠内の全 templateをそのまま移動させ

る場合は，カーソルを緑枠の左上端に合わせて

(カーソルは矢印から十字に変化)ドラッグする．

また，カーソルを緑枠の右上端に合わせて(カー

ソルは弓形の両矢印に変化)ドラッグすると，緑枠

内の全templateは，枠の左上隅を軸にrotateする．

更に，カーソルを緑枠内の四隅にある template

の１つに合わせ (カーソルはＶ字型に変化)ドラッ

グすることにより，緑枠内の templateをスポット

の位置に調整する方法もある．

ｌ) 緑枠内にあるスポットのシグナルが全体的に強

い場合は，上記の要領で大まかにtemplateをスポッ

トに合わせた後，AlignmentメニューのAutoalign-

mentボタンをクリックすることによって，緑枠内

の templateとスポットを自動的に当てはめること

が出来る．(しかし，シグナルが弱い場合には，

Autoalignmentによって，かえってずれてしまうこ

とがある．AutoalignmentのあとでUndoボタンを押

せば，Autoalignmentをキャンセル出来る．)

ｍ) それでもなお templateとスポットがずれている

場合は，同じ画面上に現れている極小ウィンドウ

(Alignmentウィンドウ) の individual template移動

アイコン (丸に矢印アイコン) をクリックした後，

個々の templateをドラッグさせてスポットに合わ

せる．

ｎ) Template definitionウィンドウから，Labelメニュ

ーを選ぶ．ここで，各スポットに番号を割り当て

ることができる(つまり，各スポットの並びと数量
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化データの配列を対応させるための設定)．左側の

アイコンで“行方向と列方向にそれぞれ番号をつ

ける”，中央のアイコンで“最上の行から順に，左

から右方向に，最下行まで通し番号をつける”，右

側のアイコンで“縦方向に通し番号をつける”こ

とが出来る．

ｏ) Template definitionウィンドウから，Background

メニューを選ぶ．Backgroundの設定位置を選ぶ項

目が現れる (各テンプレートの外側に設定する；

各スポットの外側に設定する；Negative control用

スポット等を選ぶ；スポットのない領域の或る範

囲を選ぶ)ので，どれか１項目を選択する．Define

ボタンを押して，設定条件を入力する(入力する条

件は，項目によって異なる)．使用アレイの設計な

どを考慮してbackgroundを設定する．

ｐ) Template definitionウィンドウから，Anchor/Blank

メニューを選ぶ．何もスポットをしていない箇所

に対応するTemplate等をblankとして設定してお

く．(そのTemplateについては数量化データが計算

されない．) ( o)や p)の作業中にtemplateが見えな

くなるが，Refreshボタンを押し，templateを表示し

て，どの場所にbackgroundやblankが設定されたか

を確認する．もし間違いが有ればClearボタンでク

リアし，再設定する．)

ｑ) 作製した新規templateを保存するためには，Tem-

plate definitionウィンドウ上側のFileプルダウンメ

ニューからSave as ...を選び，ファイル名をつけて

から保存する．

8) Template definitionウィンドウのOKボタンをクリッ

クする．(注意：新規にtemplateを作製した場合，保

存する前に，この操作を行うと，新規 templateは失

われてしまうので要注意．) ImageViewウィンドウは

表示されたままで，Template definitionウィンドウと

Alignmentツールボックスは消え，代わって画面左

下にSampleツールボックスが現れる．(なお，或る

段階に戻って，もう一度作業をやり直したい場合は，

RundArray Macrofウィンドウの左下にあるアロー

ヘッドボタンを操作することによって，各段階に戻

ることが出来る．)

9) カーソルを，Image viewウィンドウの画像上に移動

させ(カーソルは，４本の矢印からなる四角いカーソ

ルに変わる)，クリックすると，蛍光強度の数量化計

算が始まる．データの一覧表は，Image viewウィンド

ウの背後に現れているDataウィンドウに表示される．

10) アレイ画像を見ると，ゴミやバックグラウンドが

あるために，“データにならないスポット”が見つか

る．こうした場合，計算終了後，Image viewウィンド

ウから“データにならないスポット”に目印(＝“旗”)

を付けて区別しておくことが出来る．まず，画面上

の極小ウィンドウ(Sampleウィンドウ) のFlagアイコ

ン(右から２番目にある，Ｖアイコン) をクリックす

ると，カーソルがＶ字型に変わる．そして，各スポッ

トに対応するtemplateをクリックすると，templateは

自動的に赤色に塗りつぶされる (スポットに“旗”

が付いた状態)．Dataウィンドウのデータ一覧表にも，

そのスポットに対応する欄に“旗”が付く．

11) 画面最上段のメニューバーからFileメニューを選

び，その中のSave as...を選んで，ファイル名を付け，

保存する．最終的な画像とデータ一覧表の両方が，

ArrayVisionのファイル形式で保存される．また，同

様にFileメニューからExportを選び，データ一覧表と

同じ名前を付けて，Text形式としても保存しておく．

この場合，データ一覧表は，先のArrayVisionファイ

ル形式で保存されたデータ一覧表とは独立した別の

ファイルとして，Textファイル形式で保存される．

９．その他

“再現性”の確認：

蛍光強度の数量化が終了したら，スライドガラス

内における，データの“再現性”を調べる．先ず，

スポット蛍光強度の測定結果表をテキストファイル

としてexportする．そのファイルをExcelなどの表計

算ソフトに落とし，一枚のスライドガラスについて，

左右スポットセットのデータをスキャッタープロッ

トする．数量化した蛍光強度が，２倍から0.5倍まで

の範囲 (或いは，３倍から1/3倍までの範囲) に入っ

ていれば，「“再現性”あり」と判断する．それ以上，

或いはそれ以下の値を示したデータについては，以

下のいずれかを行う：(1)アレイ実験結果を用いて
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RNAサンプル間比較解析を行った後，それらの比較

結果を必ず別の方法 (RT_PCRやNorthern法など) に

よって確認する；(2) 或るアレイ実験に関して「“再

現性”が非常に低い」と判断された場合，同一RNA

サンプルを用いて再度アレイ実験を行う．(2)の場合

でも，得られたアレイ実験結果を別の方法によって

確認する．

Normalization：

一般に，中央値を利用する方法や，Global Normal-

ization法が行われている．Positive controlをreference

として使うと，上手くnormalization出来ない場合が

多い．理想的な方法として，internal positive controlと

して，絶対に発現量の変化しない複数のhouse-keeping

遺伝子 (或いは，それらのcDNAs)をアレイ上から探

し出し，それらのシグナルをnormalizationに用いる

方法があるが，この方法では，実験毎に“internal

positive controlとして使用する複数のhouse-keeping遺

伝子”を見つけねばならない．

なお，我々は，positive control用クローンのシグナ

ルを，“ハイブリ実験が成功したことの確認”のた

めにのみ使っており，データのNormalizationには用

いていない．我々のイネcDNAアレイには, positive

control用クローンとして，イネcDNAとクロスハイブ

リダイズしないブタESTクローンのインサートDNA

がスポットされている (external positive control)．そ

して，ハイブリダイゼーション用ターゲットの調製

時には，これらブタ由来クローンのcRNA (in vitro

transcript) を各サンプルRNAと混合して同時に逆転

写酵素反応を行っている．従って，画像データとし

て，イネcDNAクローンの蛍光シグナルと共に，pos-

itive controlのシグナルも得られる．

サンプル間のデータ比較解析：

発現変化の最も単純な判定法は，「比較するデータ

間で，蛍光強度の比が“２以上”ならば“転写量の

増加”を示し，また，“0.5以下”ならば“転写量の

減少”を示す」と判定する方法である (或いは，“３

以上”・“1/3以下”を基準に，判定する場合もある)．

ただし，これらの基準には，統計学的な根拠が全く

無いので，アレイ実験の結果をRT_PCRやNorthern法

によって確認する必要がある．

比較解析で，最もシンプルな計算法は，前項で述

べたように，exportしたデータをExcel等の表計算ソ

フトを用いて，蛍光強度の数量化データ間で比較す

る方法である．先述したソフトウェアの中では，Array

GaugeやMicroArray Suiteに，ある程度の比較解析機

能が含まれている．ここでは紹介しなかったが，既

にSpotfire (spotfire社)(スキャッタープロット上の各

点と，アレイ上の遺伝子情報が相互にリンク) や

GeneSpring (Silicon Genetics社)(主成分分析等，統計

学的手法を用いた比較解析も可能) など，幾つかの

比較解析ソフトウェアが販売されている．
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摘　要

本稿は，マイクロアレイプロジェクトで主に用いら

れている，イネcDNAマイクロアレイの作製・利用に関

するプロトコール集である．大量のマイクロアレイ用

cDNAの調製，スポッターの使用法，ターゲットの調整

(＝RNAの蛍光標識法)，ハイブリダイゼーション，ス

ライドガラスの洗浄，蛍光シグナルのスキャニング，

画像データの数量化に関するプロトコールが含まれて

いる．本プロトコール集は，本プロジェクト参画者や

マイクロアレイに興味を持つ研究者のための“マイク

ロアレイ実験の手引き”，或いは，マイクロアレイを理

解するための一助になるであろう．
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Summary

Protocols for experiments on rice cDNA microarray

Fumiko Fujii 1)*, Kanako Shimbo 1),

Junshi Yazaki 1)*, Naoki Kishimoto 2) and Shoshi Kikuchi 2)

1) Rice Genome Research Program, STAFF_Institute.  Ippaizuka,

Kamiyokoba, Tsukuba 305_0854, Japan.

2) Department of Molecular Genetics, National Institute of Agrobio-

logical Sciences(NIAS).   Kannondai, Tsukuba, Ibaraki 305_8602,

Japan.

The Microarray Project of MAFF (Ministry of Agriculture,

Forestry and Fisheries of Japan) was started in April 1999.

Here we describe the protocols for microarray experiments

used in this research project.  This article, mainly on Rice

9000 cDNA Array, includes protocols for preparation of

insert DNAs from cDNA clones as probes, usage of array

spotter, preparation of targets from RNA samples, microarray

hybridization, washing of microarray, scanning of fluores-

cent signals, and quantification of image data.  The protocols

will allow the participating researchers in the project as

well as other researchers to perform their own microarray

experiments and to understand the details on procedure in

microarray experiment.
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Synopsis

The Microarray Project of MAFF was started in April, 1999.  Here we describe the protocols for cDNA

microarray experiments used in the research project.  This manual will provide useful information to help

researchers understand and perform microarray experiments.  

Key words: Microarray, Gene expression, Transcription, Functional genomics, Protocol, cDNA, Rice, 

Oryza sativa
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Introduction

Genome research has recently made rapid technical

progress.  The primary structures of genomic DNA have

been determined from prokaryote microorganisms to higher

eukaryotes.  Concerning rice, which is one of the most impor-

tant crops, the clarification of the genomic structure is being

advanced primarily by the Rice Genome Research Program,

which is a joint research program between two organizations

affiliated to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fish-

eries (MAFF), namely, the National Institute of Agrobio-

logical Sciences (NIAS) and the Institute of Society for

Techno-Innovation of Agriculture, Forestry, and Fisheries

(STAFF_Institute).  Also, with the further clarification of

the genomic structure, the presence of many novel genes and

genes with unknown functions has been recognized.  With

this background, the technique called “microarray”, which

allows rapid functional analysis of a large quantity of genes

at the transcription level, has recently been developed.  MAFF

started the 21st Green Frontier Research, “Functional Clari-

fication of Useful Rice Genes Using the Gene Expression

Monitoring Technique” (referred to as the Microarray

Project) in April, 1999.  As of the year 2000, 60 research

groups participated in the Microarray Project, including

research organizations affiliated to the MAFF, public research

institutions, national universities as well as private univer-

sities and private enterprises.  We have created procedures

for the preparation and usage of cDNA microarrays used in

the Microarray Project.  This report presents the basic pro-

cedures of microarray experiments in this project as well as

the know-how obtained in the process of establishing this

project.  It is our hope that this paper serves as a “Manual

for Microarray Experiments” and a reference for under-

standing of microarray experiments for the researchers

who participate in this project and those who are interested

in microarrays.  

Our group opened a web site of the Microarray Project

(http://microarray.rice.dna.affrc.go.jp/), which provides

information not included in this paper such as flow charts

of microarray experiments and photographs of the instru-

ments used.  This web site may help the readers better

understand the contents of this paper.  

�.  What are microarrays?

1.  Microarrays and DNA chips

Generally, DNA directly spotted on (attached to) a glass

slide is called a microarray.  This paper introduces the cDNA

microarrays prepared by spotting cDNA clones (or the PCR

products of their insert parts) on a glass slide.  The DNA

chip is a structure that has probes, or oligonucleotides each

of which consists of about 25 bases synthesized on a support

such as glass.  (Although the terms “microarray” and “DNA

chip” are sometimes used synonymously, the DNA chip is

not discussed further in this paper.)

2.  Outline of a cDNA microarray experiment

There are “two flows” in the microarray experiment, but

they later fuse into “one flow” (See our web site).  The “two

flows” are the process of preparing cDNA microarrays and
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the process of treating and processing sample RNAs for

analysis, i.e. the process of extracting RNAs from a subject

organism, purifying them, and labeling them with fluores-

cence dye.  In the former process, most operations differ

from those in experiments of the conventional scale, because

a large quantity of DNA clones must be used, which requires

the use of new devices such as a robot system. On the other

hand, the operations in the latter process are not widely

different both qualitatively and quantitatively from con-

ventional experiments of molecular biology or molecular

genetics.

The products of these “two flows” are both tested in one

experimental procedure.  That is, microarrays prepared in

the first process and targets * (fluorescence-labeled nucleic

acids **) prepared in the second process are hybridized.

Then, fluorescent signals on the microarrays are mea-

sured with a scanner, recorded as image data that reflect

the intensity of the fluorescence, and further converted to

numerical data.  Eventually, the variations in the transcrip-

tion level and transcription pattern among the samples are

compared using these numerical data.  

* In this paper, fluorescence-labeled nucleic acids prepared from

sample RNAs are called “targets”.  In association, cDNAs on

microarrays are called “probes”.  (Some investigators give oppo-

site meanings to these terms.)

** As mentioned later in this paper, “to label a sample RNA (label-

ing)” generally means “to synthesize a fluorescence-labeled

cDNA using a sample RNA and a fluorescent dye by the reverse

transcriptase reaction”.  Of course, a sample RNA includes

mRNAs derived from many genes expressed in an analyzed

organism so that the cDNA fluorescence-labeled here is a group

of cDNAs derived from many genes.

That is to say:

Target

= Fluorescence-labeled cDNAs synthesized from sample RNA to

be analyzed

= Group of cDNAs (fluorescence-labeled) from many genes

expressed in the organism analyzed (See II.4.)

�. cDNA microarray protocols

As mentioned in the introduction, this collection of pro-

tocols is made on the basis of the actual procedures of our

research group with the operations related to the preparation

and use of Rice 9000 cDNA Array in mind.  Therefore some

modifications and measures may become necessary in apply-

ing them to individual cases.  We would like the readers to

keep this point in mind as they read this paper.

1.  Treatment of cDNA for microarray preparation 

There are many processes for preparation of the cDNA

clone necessary for microarray preparation including the

preparation of replicas of E. col i, hit pick of independent

clones from replicas of E. col i, plasmid extraction, PCR,

purification of PCR products, electrophoresis, measurement

and adjustment of the concentration, and transfer from

96MTP to 384MTP.  Although none of them is particularly

difficult, a large number of clones must be used, and the

quantity of DNA contained in each clone is large, so that

various measures to increase the efficiency and precision of

the operations are important.  Both the manual procedure

and the procedure using an automatic system (Rail Robot

System “Genesis”; Tecan, Ltd.) are described below.

(1) Preparation of E. col i MTP (Micro Titer Plate)

The start samples are more than 40,000 clones of E. col i

into which rice expression genes have been introduced.

(Rice expression genes were cloned in plasmid pBluescript,

and a cell line of E. col i, NM522, was used for the transfor-

mation.)

First, 2 copies each of about 500 independent DWPs *

(deep well plates), in which all original clones obtained by

RGP (Rice Genome Research Program) were preserved,

were prepared using MTPs (Each of about the 500 DWPs

was copied to two MTPs to make two sets of about 500

independent MTPs; the two sets are referred to as mother

copies and working copies, respectively).  Manually, 140 µl

each of the medium was infused into each well of MTP using
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an electric digital pipette (EP _250/RAININ), M Tray_1

(Stem/PO1MSD), and a chip for BM_8_1200 (BM Instru-

ments/126_96RS).  The medium was 1/2TB (containing

6% glycerol).  After infusion of the medium, the bacteria

were seeded using autoclaved 96_ unit stamps for replica

preparation (MS Machinery)(The stamps were sterilized

by autoclaving after each seeding of bacteria and were not

reused after sterilization with a flame.  That is, for replica

preparation, each inde-pendent DWP was copied by using a

96_unit stamp once to make a copy of each indivisual DWP.).

For automatic treatment with “Genesis” , these serial

processes were carried out by using a program installed in

“Genesis”, “NewProtocol1”.  

After copying, the lids were applied to the MTPs without

sealing, wrapped twice with polyethylene films, and incu-

bated statically at 37℃ overnight. (The medium is lost due

to evaporation when the plates are wrapped inadequately.)

The working copies are used in the next hit picking

process.  The mother copies are preserved at _80℃ and are

set aside as much as possible.  

d*(The independent type DWPs were used (845_TPS, QSP Co.),

But this type should be avoided if possible.  The use of 2_ml assay

block 96 wells (coster/431140) as DWP is recommended.  Also,

Microtiter plates (Falcon/3072) are used as MTPs.f

(2) Hit picking

In this process, unique clones to be used for the prepara-

tion of microarrays (94 MTPs of about 9,000 clones) are

selected from the working copies (500 MTPs) incubated

overnight, and they are rearranged in MTPs for unique

clones (referred to as Destination MTPs).  (See Yamamoto

and Sasaki (1997) for the criteria to select the unique

clones).  First, by the same method as described above, the

medium is infused into the Destination MTPs.  Manually,

the wells of the unique clones are touched with a sterilized

tooth picks, which were then stuck into the Destination

MTPs in the right order.  

When the automatic system is used, this process is carried

out using a program installed in “Genesis”, “Worklist”.  The

Destination MTPs are incubated stationarily overnight

similarly to the method described above.

(3) Plasmid extraction

This is a process to extract plasmid from each clone of

the Destination MTPs (namely unique clone MTPs).  In the

manual procedure, first, 1 ml each of the medium is poured

into DWPs (2 mL Assay Block 96 well (coster/431140))

using a serial infuser (Distriman; GILSON).  Then, copies

are made from the Destination MTPs incubated overnight

to DWPs using 96_unit stamps for preparation of replicas,

and the DWPs are sealed with an Airpore Tape Sheet

(QIAGEN) and incubated at 37℃ with shaking.  After

overnight incubation, the DWPs are centrifuged at 3,000 rpm

for 30 min (Beckman, Allegera6RK), the supernatant was

removed, and, with the DWPs kept inverted, the remaining

medium is absorbed quickly with a Kim Towel.  Plasmid

extraction was made using a QIAprep96Turbo Mini prep

Kit of QIAGEN (See the manual of the kit for details).  The

extracted plasmid were recovered with DWPs (easier to

handle than the recovery plate contained in QIAGEN’s kit).  

With the automatic system, this process is performed

using a program installed in “Genesis”, “NewProtocol3”.

The plasmids of each clone extracted here are used as a

template for PCR in a subsequent process, but direct PCR

from each clone of E. col i can also be made without problems.

We extract plasmid, because the plasmids of each clone are

needed for distribution of clones. 

(4) Checking of extracted plasmid by electrophoresis

For electrophoresis, an electrophoresis apparatus for

genome analysis of Nihon Eido (processing capacity: 8

MTPs/unit) or an automatic electrophoresis system of

Tecan Co. is used.  One microliter of plasmid was elec-

trophoresed using a 1% agarose gel/0.5×TBE buffer.

(5) PCR

All plasmids extracted as templates for PCR were diluted

10 times, and PCR was performed under the following

conditions.  
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1) Amplification of the whole length of insert by PCR

Since we use pBluescript as the vector, we amplify the

whole length of insert in each plasmid by PCR using M13RV

primer and M4 Primer (TAKARA) for 1_2 ng of plasmid

template.  

The composition of the reaction mixture was as follows:

10×buffer 5 µ l

25 mM MgCl2 5 µ l

2 mM dNTP mixture 5 µ l

20 µM M4 primer 1 µ l

20 µM RV primer 1 µ l

Plasmid template (1_2 ng; 10_fold dilution of extraction

plasmid) x µ l

(adjusted according to the concentrations and

volumes of other reagents)

Taq polymerase 0.25 µ l

Water y µ l

(adjusted according to the concentrations and

volumes of other reagents)

Total 50 µ l

Note: When PCR is performed using a robot system, 1_2

drops of mineral oil is added to the prepared reaction

solution. 

PCR cycle:

94℃ for 1 min

94℃ for 1 min, 60℃ for 2 min, 72℃ for 2 min (29 cycles)

72℃ for 10 min

2) Amplification of 3’UTR by PCR 

Using pairs of upper primer and lower primer designed on

the basis of 3’ UTRs of the unique EST clones on Rice 9000

cDNA Array (pairs of the gene-specific primers).  These

primers were used to amplify the 3’UTRs of the EST clones

by PCR.  The primer pairs of most of the EST clones have

already been prepared for creating an rice EST map by the

RGP (Wu et al., 2002).  We designed the pairs of the remain-

ing EST clones.  The approximate mean amplification size

is 250 bp.  (UTR: Un-Translated Region)

The composition of the reaction mixture is as follows:

10×buffer 5 µ l

25 mM MgCl2 5 µ l

2 mM dNTP mixture 5 µ l

20 µM Upper primer 1 µ l

20 µM Lower primer 1 µ l

Plasmid template (1_2 ng) x µ l

(adjusted according to the concentrations and

volumes of other reagents)

Taq polymerase 0.25 µ l

Water y µ l

(adjusted according to the concentrations and

volumes of other reagents)

Total 50 µ l

PCR cycle:

94℃ for 1 min

94℃ for 1 min, 60℃ for 2 min, 72℃ for 2 min (29 cycles)

72℃ for 10 min

(6) Purification of PCR products

After completion of PCR, PCR products are purified by

using a QlAquick 96 PCR Purification Kit of QIAGEN (See

the manual attached to the kit for details).  The primers are

removed, and the PCR buffer was replaced (the PCR buffers

contained in the PCR product are considered to inhibit the

hybridization reaction if microarrays are prepared without

purification of PCR products).

(7) Confirmation of purified PCR products by electrophoresis

All purified PCR products are electrophoresed using 2.5%

agarose gel to examine whether PCR has been successful.

The above-mentioned electrophoresis apparatus for genome

analysis of Nihon Eido (processing capacity: 8 MTPs/unit)

or automatic electrophoresis system of Tecan Co. was used

for electrophoresis of these purified DNA samples.

(8) Adjustment of concentration of purified DNA 

The concentrations of the purified PCR products are

measured by spectrophotometry (measuring wavelength
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OD260), and they are concentrated or diluted to 200 fmol/µl.

Dilution is made with the elution buffer used for purification,

and concentration is made by heating at 60℃.  Then, the

purified DNA is mixed with reagent D (a DMSO reagent;

Amersham Pharmacia) at the following ratio (DNA+water:

reagent D = 1:1).

DNA 48 µ l

reagent D 162.5 µ l

Water 114.5 µ l

(9) Transfer of purified DNA samples from 96MTP to 384

MTP

After the adjustment of the concentration, the purified

DNA samples mixed with reagent D are transferred to 384

MTP (GENETYX), because the array-spotter is designed

to be compatible to 384MTP (GENETYX).  This transfer is

performed by using a Pipetteman or 96_pin type infusers.  

2.  Method for using the spotter

Our research group uses Array Spotter Generation III (Amer-

sham Pharmacia).

Preparation before use:

When the spotter is installed in the clean booth, keep the fan

turning to eliminate dust in the clean booth.  Also, humidify

or dry the spotter to stabilize the humidity (at about 55%

R.H.).  Empty the waste discharge bottle of the spotter.

Then, supplement MilliQ water, 100% EtOH, and 0.2M KOH

to their respective bottles, and MilliQ water to the tank of

the humidifier inside the spotter.  

Cautions:

＊Avoid drying of the tip of the pen set for the spotter.  

Twelve minute capillary pens are arranged linearly on each

pen set.  

Drying of the tips of the pens increases the possibility of

clogging.  

＊Do not use glass slides with slanted bar-code seals

or those with damages for spotting.

� Open the stopper of the nitrogen tank connected to the

spotter.  Then supply nitrogen to the spotter by opening

the white valve on the side of the body of the spotter.

(Open the stopper of the tank until the NITROGEN

meter on the side of the body of the spotter indicates 9

psi.) (This compressed nitrogen is used for the drying

of the spotting pins in washing them.)

� Turn on the switch of the vacuum pump and wait until

the VACUUM meter on the side of the body of the spot-

ter indicates _25 Hg.  (This negative pressure fixes and

holds the glass slide on the Slide Tray dsee belowf dur-

ing spotting.)

� Initialize the spotter booting the software “Genration III

Array Spotter Control” installed in the computer connect-

ed to the spotter.  (Do not touch the mouse or the key-

board during initialization, because it may put the arm

or other parts of the spotter out of control and cause

damages to them.)

� When the menu screen appears, turn the “Humidity

Control” button on and adjust the humidity inside the

spotter at an appropriate level (about 55% R.H.).

� Click “Road Slides/Plates” in the left of the screen to

show a small window.  In this state, the door of the spot-

ter can be opened or closed. (Usually, the door does not

open when the spotter is in action.)

� Attach the pen set to the arm of the spotter and fix it

tightly with accompanying screws.  Also, exchange the

MilliQ water in the Park Station for pen set, which is

located to the left of the Slide Tray about once a week.

(The tips of the pen set attached to the arm are kept in

the water in the Park Station when the spotter are sta-

tionary after booting.)

� Put glass slides serially from the farthest left to the right

of the Slide Tray.  (The Slide Tray has 36 glass slide

units (4 columns×9 rows).) Remove the dust on the

glass slides with compressed air by using an air duster

or other instruments, hold the glass slides with the bar-

code side turned to the operator, and set them by fitting

one corner of each glass slide to the far left corner of each

unit.  (When the number of glass slides for spotting is
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not a multiple of 9, increase the number of glass slides

to a multiple of 9 by adding dummy glass slides.  If the

number of glass slides is not adjusted to a multiple of

9, the slides cannot be fixed during spotting, causing

unevenness of the spotting volume or the spot intervals,

since the vacuum apparatus operates to each row (= 9

slide units).)

� Insert 384_well plates(containing DNA for probe), which

have been spun down in advance, into the Microplate

Elevator on the left side of the interior of the spotter

serially from bottom up in a manner that Plate A1 is

placed in the far right corner (with the bar-codes of the

plates turned to the back of the spotter).  After all the

plates have been inserted, close the door of the Microplate

Elevator, then close the door of the spotter tightly.

	 Click the “Ready” button in the small window on the

same screen as � and �.  


 Wash the pen set by clicking the “Manual Wash” button

in the right of the same screen.  Repeat this washing 10

times.

� Select “Spotting Parameters” from “Options” of the menu

on the same screen and set the Spot Diameter at 250 µm

and the Spot Buffer at 30 µm.  Then, select “Spotter Set

Up” from “Options” and set the Plate Number at 12, Slide

Number at 36, Well Sets at 32, and Spot/Dip at 72.  

� Start the spotter by clicking the Start button in the left

the screen.  If there is an error in this process such as

that the door of the Microplate Elevator is open, a small

window (with an error message) appears on the screen.

After correction of the error, the spotter can be restarted

by clicking “Start” in the small window.  Spotting of

twelve 384_well plates to 36 glass slides (the maximum

processing capacity on 1 run) can be completed in about

4 hours. dNotef

 After spotting has ended, wash the pen set by clicking

“Manual Wash” in the right of the screen.  Repeat this

washing 10 times.  Then, click “Road Slides/Plates” in

the left of the screen, and, after a small window appears,

open the door.  Put the pen set and 384_well plates back,

close the door, and allow the spots on the glass slides to

dry by allowing them to stand in this state for about 4

hour.

� After the spots have dried, place the glass slides in a

lightproof glass slide case and store them with a desic-

cant in a desiccator (or under dry condition).  

� Finish “Generation III Array Spotter Control”, close the

white valve and the stopper of the nitrogen tank on the

side of the body of the spotter, and turn off the switch

of the vacuum pump.

dNotef Distribution of spots on glass slides: 

The maximum number of spots obtained with this spotter

(12 pens) is 4,608 spots×2 repetitions = 9,216 spots per

slide.  In this case, the spotting pattern of (12 pens)×(2

spottings of the same clone with one pen) is repeated 384

times on 1 slide.

As a result, the spots are distributed on one glass slide as

follows: Twenty-four fields are arranged in 12 rows ×2

columns; 384 spots are arranged in 12 rows×32 columns

in each field (24×384 = 9,216 clones).  In Rice 9000

cDNA Array, which we prepare, cDNAs are spotted on

the nearly entire surfaces of two pieces of glass slide.

3.  Preparation of RNA for microarray experiments

There is no particular method for the preparation of RNA

suitable for microarray experiments.  Although we have

not performed exact comparisons, we consider that there is

no difference in the results of experiments according to the

dif-ference among extraction methods such as the CTAB

method, guanidine method, and SDS/phenol method.  What

is important is that the RNA is purified “to an extent”, i.e. the

extracted RNA contains no residual impurities or conta-

minants such as proteins, polysaccharides, and reagents.

That means that reverse transcription should be performed

by using the isolated RNA.  Even when the results of spec-

trophotometry (values of O.D.260/O.D.280 or O.D.260/O.D.230)

of the extracted samples may be satisfactory, it is recom-

mended to confirm the presence and the quality of RNA by

electrophoresis (or using the LabChip system of Agilent
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Technologies/Caliper Technologies).  The use of commercial

RNA extraction kits (e.g. QIAGEN RNeasy Kit) is also

recommended for the extraction and purification.   

Either total RNA or mRNA can be used for microarray

experiments (See Section 4 below). Generally, mRNA gives

you higher intensity of inflorescent signal than total RNA.  

4.  Target preparation

(1) One color fluorescent method

Here, a protocol for 1 set of Rice 9000 cDNA Array (two

pieces of slide) is described.

Preparation before the beginning of experiment: 

Set the temperatures of heat blocks (37℃, 42℃, 70℃, and

95℃).  Set an oven for hybridization at 60℃ and put it in a

suffi-ciently-humidified state.

Caution: Dissolve frozen reagents on ice.

1) Prepare the reaction fluid by mixing mRNA, or total

RNA, with the reagents below in a 1.5_ml tube and spin

it down.

mRNA(+dH2O*) 10 µl 

(contains 2 µg)

Total RNA(+dH2O*) 12 µl 

(contains 40 µg)

Control RNA 10 µl 10 µl

Oligo_(dT)25 02 µl 02 µl

Random Nonamer Primer 02 µl

Total 24 µl 24 µl

(*Adjust the volume to the values as prescribed above by adding

dH2O or concentrating RNA solution, depending on the RNA

concentration so that the quantities of RNA become those

shown in the parentheses above.)

2) Perform pre-annealing at 70℃ for 5 min.

3) Incubate the fluid at 25℃(room temperature) for 10 min

and spin it down.

4) Add the following reagents to the tube of 3), pipette the

mixture gently, and spin it down.

5×Super Script buffer 8 µl

0.1 M DTT 4 µl

dNTP mix 2 µl

Cy5_dCTP* (or Cy3_dCTP) 2 µl

Super Script II** 2 µl

Total 18 µl

** Important: Avoid exposure to light after the addition of Cy-dye.

** Important: Add Super Script II last.

5) Allow the mixture to react at 42℃ in the dark for 2.5

hours.

6) Heat the mixture at 94℃ in the dark for 3 min and spin

it down.

7) Add 4 µl of 2.5 M NaOH and mix.

8) Allow the mixture to react at 37℃ in the dark for 15 min.

9) Add 20 µl of 2 M HEPES, gently pipette the mixture,

and spin it down.

10) Purify the synthesized target by using the QIAquick

PCR Purification Kit (QIAGEN) or the GFX PCR DNA

and Gel Band Purification Kit (Amersham Pharmacia).

Then, dry it up with a vacuum concentrator. 

(At this time, protect the vacuum concentrator from light,

and keep its interior dark.)

11) Add 12 µl of dH2O to the tube of 10) and thoroughly

dissolve it.  Then, spin down the mixture.

12) Heat it at 95℃ in the dark for 4 min.

13) Cool it rapidly on ice in the dark for 30 seconds, and spin

it down (at 4℃).

14) Add 3 µl of Oligo A80 (1 mg/ml), pipette the mixture,

and spin it down.

15) Allow the mixture to react at 70℃ in the dark for 45 min,

and spin it down.

16) Add 45 µl of slightly warmed ExpressHyb buffer (Clon-

tech), mix the content gently by pipetting without making

bubbles, and spin down the mixture.  

The final volume of the content is 60 µl.  

(2) Two-color fluorescent method

Here, the protocol for 1 set of Rice 9000 cDNA Array (two

pieces of slide glass) is described.
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Preparation before the beginning of experiment: 

Set the temperatures of heat block (37℃, 42℃, 70℃ and 95

℃).

Set an oven for hybridization at 60℃ and put it in a suffi-

ciently-humidified state.

Caution: Dissolve frozen reagents on ice.  Prepare

tubes for Cy3 and Cy5, and perform the respective

procedures below using them.

1) Prepare a reaction fluid in a 1.5_ml tube by mixing the

following reagents and spin it down.

(Use either mRNA or total RNA.)

mRNA (+dH2O*) 10 µl 

(contains 2 µg)

Total RNA (+dH2O*) 12 µl 

(contains 40 µg)

Control RNA 10 µl 10 µl

Oligo_(dT)25 02 µl 02 µl

Random Nonamer Primer 02 µl

Total 24 µl 24 µl

(* Adjust the volume to the values as prescribed above by adding

dH2O or concentrating RNA solution, depending on the RNA

concentration so that the quantities of RNA become those

shown in the parentheses above.)

2) Perform pre-annealing at 70℃ for 5 min.

3) Incubate the fluid at 25℃ (room temperature) for 10

min and spin it down.

4) Add the following reagents to 3), pipette the mixture

gently, and spin it down.

5×Super Script buffer 8 µl

0.1 M DTT 4 µl

dNTP mix 2 µl

Cy3_dCTP* (or Cy5_dCTP) 2 µl

Super Script II** 2 µl

Total 18 µl

** Avoid exposure to light after the addition of Cy-dye.

** Add Super Script II last.

5) Allow the mixture to react at 42℃ in the dark for 2.5

hours.

6) Heat the mixture at 94℃ in the dark for 3 min and spin

it down.

7) Add 4 µl of 2.5 M NaOH and mix.

8) Allow the mixture to react at 37℃ in the dark for 15

min.

9) Add 20 µl of 2 M HEPES, gently pipette the mixture,

and spin it down.

10) Purify the synthesized target by using the QIAquick

PCR Purification Kit (QIAGEN). 

11) Pool the samples of Cy3 and Cy5 purified and eluted in

the previous sentence 10) in one tube.  Then, dry it up in

a vacuum concentrator.  (At this time, protect the vacuum

concentrator from light and keep it in the dark.)

12) Add 9 µl of dH2O to 11) and thoroughly dissolve it.

Then, spin down the mixture.

13) Heat the mixture at 95℃ in the dark for 4 min.

14) Rapidly cool the mixture on ice in the dark for 30 sec-

onds, and spin it down.

15) Add 6 µl of Oligo A80 (1 mg/ml), pipette the mixture,

and spin it down.

16) Allow the mixture to react at 70℃ in the dark for 45 min,

and spin it down.

17) Add 45 µl of slightly warmed ExpressHyb buffer (Clon-

tech), mix the content gently by pipetting without making

bubbles, and spin down the mixture.  

The final volume of the content is 60 µl.  

5.  Hybridization

Preparation before experiment:

Perform UV cross-linking of microarrays (50,000 µJ/cm2)

before hybridiation.  (Whether performing UV cross-linking

or not is reported to have little effect on the experimental

results.) Use cross-linked microarrays as soon as possible

and do not store them long.  Confirm being set an oven for

hybridization at 60℃ and being put it in a sufficiently-

humidified state.
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(1) Remove dust from the surfaces of glass slides and cover

glass with compressed air (air duster).  Drip half the final

volume mentioned in the sections 4.(1) 16) and 4.(2) 16)

on an end of the first glass slide and apply the cover glass

gradually from this end.  

(Usually drip 30 µl from 60µl of the final volume onto

glass slide.)

(Cautions: Pay sufficient attention not to let bub-

bles in.  Also, do not move the cover glass once

applied.)

(2) Drip the remaining half volume on the second glass

slide and similarly apply the cover glass.  

(3) Place Kimtowel (a kind of paper towel) or sponge in a

sealable container such as Tupperware and Tight Box

(TECH_JAM) and let it sufficiently absorb water warmed

to about 60℃.  Place a mount above it and put the glass

slides with the cover glass on.  

Tightly apply the lid of the container and seal it.  

(4) Perform hybridization for 4 hours at 60℃ in the dark

in an oven for hybridization in a sufficiently-humidified

state. 

6.  Washing of glass slides

Preparation before washing:

Warm two washing buffers (1×SSC, 0.2% SDS and 0.1

×SSC, 0.2% SDS) to 55℃ in advance.

Set an oven for hybridization at 55℃.

(1) Place a sufficient volume of 1×SSC, 0.2% SDS warmed

to 55℃ in a black wash box (= a light-proof box with a

lid for washing equipped with a rack for glass slides).

(2) Place 1×SSC, 0.2% SDS warmed to 55℃ into a wide-

mouthed container such as Tupperware (ca. 15cm×ca.

20cm).  Immerse the glass slides in this buffer and remove

the cover glass and quickly insert them into the rack in

the wash box described in (1).  At this time, place the

glass slides at even intervals as much as possible in the

rack.  Apply the lid, and allow the washing buffer to shake

gently at 55℃ in the dark for 10 minutes.

(3) Place 0.1×SSC, 0.2% SDS warmed to 55℃ into another

wash box, quickly transfer the rack described in (2) into

it, apply the lid, and allow the wash buffer to shake gently

at 55℃ in the dark for 10 minutes.  

(4) Place 0.1×SSC, 0.2% SDS warmed to 55℃ into another

wash box, quickly transfer the rack described in (3) into

it, apply the lid, and allow the wash buffer to shake gently

at 55℃ in the dark for 10 minutes.  

(5) Place 0.1×SSC at room temperature into another wash

box, quickly transfer the rack described in (4) into it,

and wash the glass slides by moving the rack up and

down about 10 times in the buffer.

(6) Place 0.1×SSC at room temperature into another wash

box, quickly transfer the rack described in (5) into it,

and wash the glass slides by moving the rack up and

down about 10 times in the buffer.

(7) Place MilliQ water at room temperature into another

wash box, quickly transfer the rack described in (6) into

it, and wash the glass slides by moving the rack up and

down about 5 times in the water.

(8) Remove the water on the glass slides being held in the

rack by centrifuging in a centrifuge for plates adjusted to

room temperature at 900_1,000 rpm for 4 minutes.  Per-

form the scanning thereafter.  

7.  Scanning

(1) Scanning by Array Scanner Generation �

Cartridges for slide glass and a magazine for setting the

cartridge are attached to this scanner (Molecular Dynamics

manufactured by Amersham Pharmacia)(refer to the pho-

tographs on the Web site of http://microarrays.ucsd.edu/

resources/gen3scanner.php).  Scan glass slide using these

devices.  

1) Turn the scanner and then the computer on to start them

up.

2) Start up software “Array Scanner Control” to initialize

the scanner.

3) Take the magazine out of the scanner after the initial-

ization has ended.

4) Remove dust on a glass slide using an air-duster.
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5) Keep a slide cartridge with a hand with the Q-shape

notch towards you with the slide stopper to the left.  As

pressing the spring just in front of the stopper, set the

glass slides at the fixed position.  Here, keep the spot

surface upwards, and keep the barcode to the opposite

side of the Q-shape notch.  

6) Insert the cartridge into the magazine with the spot sur-

face upwards (It is desirable to insert cartridges from

the bottom stage of the magazine in the order of sample

numbers because scanning begins with the bottom stage

of the magazine).  

7) i) Scanning in the manual mode

Set the “Scanner Mode” to ‘Manual’ in the initial screen

of “Array Scanner Control.” Select “Scan Setup” in the

“File” menu.  In this screen, select “Full Slide” from “Slide

Area,” and then set “Scan Parameters” (the wavelength

to be used, the scope to be scanned, choice of the glass

slides to be scanned, and so on).  Clicking the “Done”

button brings you to the initial screen.  Click the “start”

button.  As the saving window is displayed, enter a file

name with which you save image data and click the “OK”

button.  Scanning will start.  

ii) Scanning in the automatic mode

Set the “Scanner Mode” to ‘Auto’ in the initial screen

of “Array Scanner Control.” When the start button is

clicked as it is, scanning begins.  In this case, the spots

on the whole glass are automatically scanned by two

wavelengths (for two colors of Cy5 and Cy3).  Image

data are also automatically saved in a file with the name

of the barcode number.  In case the barcode cannot be

read, the file is named as “Slide xx” (meaning the slide

scanned as the xx-th piece).  

8) Image data taken by the one-dye method are saved in

two folders (each folder contains two files) and two files

with no folder.  First of all, this section mentions the two

folders of xxx.dir and xxxb.dir.  Folder xxx.dir contains

the two files of xxx.ds and xxx_L_1.GEL.  On the other

hand, folder xxxb.dir contains the two files of xxxb.ds and

xxx_R_1.GEL.  This is because a piece of slide glass is

scanned on the left side and on the right side separately.

xxx_L_1.GEL corresponds to the image of the left side,

and xxx_R_1.GEL to the image of the right side.  

The two files with no folder are xxx.ds and xxxb.ds.

These are quite the same files as those with the same

names in the folders.  

(For reference: When image data taken by the two-dye

method are scanned, the data are scanned in the order of

Cy3 and then Cy5 in the automatic mode, so the image of

Cy3 is saved in xxx_L_1.GEL and the image of Cy5 in

xxx_L_2.GEL.  The data are scanned in the order of Cy5

and then Cy3 in the manual mode, so the image of Cy5 is

saved in xxx_L_1 .GEL and the image of Cy3 in

xxx_L_2.GEL.  

If using software “Image Quant,” you can view an image

of the left side in xxx.ds and an image of the right side in

xxxb.ds.  Either image is viewed in two colors overlapped

each other.)

9) After the scan has been completed, exit “Array Scanner

Control” and turn the scanner off.  

(2) Scanning by FLA_8000

Using FLA_8000 (a scanner manufactured by Fuji Film)

makes it easier to set slide glass than using Array Scanner.

Simply insert some pieces of slide glass into the slide carrier

(that can set up to five pieces of slide glass) and set the slide

carrier on the main unit.  

1) Turn the scanner and then the computer on to start them

up.

2) Start up software “Image Reader FLA_8000 v1.12” to

warm up the scanner.

3) Take the carrier for slide glass out of the scanner, and

put the carrier on the handle side.

4) Remove dust on the slide glass using an air-duster.  To

set a piece of slide glass on the carrier, grasp the end of

the barcode side with the spot surface upwards and insert

the piece into the carrier.  Next, set the carrier inside the

scanner properly and close the covering of the scanner.  

5) Set “Scan Conditions” (namely set “Resolution” to ‘10

µm’; “Scan Mode” to ‘High sens.’) and “Area” (push

“Max” button on to set the maximum area).  Select wave-
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length of “laser” and the number of pieces of slide glass

to perform scanning.  (You can perform “pre-scan” to

confirm the quality of the array image beforehand.) Click

the “Scan” button and start scanning.  After the scan has

been completed, click the “Save” button to save image

data.  

6) For each image to be saved, a file and a folder are created

together as a pair.  This file contains backup information

(or setup information), and the file name is “the folder

name of the pair .set”.  On the other hand, the folder con-

tains the three files of xxx-x.img, xxx-x.inf, and Info.set.

The “-x” of xxx-x.img and so on indicates the wavelength

of the laser used for the scan.  For example, when the

sample has been scanned using the wavelength of Cy5,

the file name is xxx-635.img and so on.  

(For reference: By using “Convert to TIFF” of the “File”

pull-down menu of “Image Reader MAS_0,” which is an

old version of “Image Reder,” an img file can be converted

into a tif file.)

7) After the scan has been completed, exit “Image Reader

FLA_8000” and turn the scanner off.  

8. Quantification of Image Data

This section describes the usage of the three types of

quantification software that have been used by our group.

A detailed operation guidebook in Japanese and an operation

manual in Japanese (including detailed operation methods)

are attached to the software of section (1).   The software

of section (2) and the other software of section (3) provide

only an operation manual in English, so no manual in Japan-

ese has been prepared (as of the end of year 2000).  

dThe definition of the terms used in this chapter.  

Template: A frame determining an area for measuring

and quantifying the intensity of fluorescent signal.  

Gene Information File: A file containing the numbering

of clones on a Microarray, clone ID, accession No. and so

on.f

(1) ArrayGauge v.1.31(for Windows; analysis software

produced by Fuji Film)

To quantify the data obtained by the Rice 9000 cDNA

Array (manufactured by STAFF Laboratory), install the

template for the Rice 9000 Array and the Gene Information

File related to the spot on the array in advance. (For the

details of the installation, contact Fuji Film’s person

responsible for Array Gauge.)

If creating a new template individually, refer to the oper-

ation guidebook and operation manual of this software (both

of them written in Japanese) because the detailed operation

procedure is described in them.  

1) Start up ArrayGauge.  The items of the analysis proce-

dure are displayed in the upper portion of the screen as a

flow chart.  Go on the analysis according to this order.  

The item currently analyzed and the next item (the low-

est button of the left panel) are also displayed in the left

panel of the screen.  

(a) For img file: Click the “Image” icon button in the upper

portion of the screen.  Next, click the “Trimming” button

in the left panel of the screen.  A small window appears.

Select an img file and click “Open” button to open the file.

Then, the “Trimming” window will be displayed.  While

dragging the green perpendicular at the right end of the

gradation adjusting graph (“Range Scope”) in the lower

portion of this small window, adjust the shade and the

color tone of the image.  

(Note: Even if the gradation or shade of the image is

changed here, the original fluorescent intensity is not

changed.  Therefore the final measurement results are

not influenced.)→ Go to the “Display” icon button.

(b)For tif file: Click the “Image” icon in the upper portion

of the screen.  Next, click the “Trimming” button in the

left panel of the screen.  Select a tif file and click “Open”

button to open the file.  As a small window will be opened,

adjust “Range Scope” in this window and save the file as

another name. → Go to the Display icon button.

2) Click the “Display” icon at the lowest portion of the left

panel of the screen, or the “Display” icon in the upper por-

tion of the screen.  Confirm that “Scale” has been “expo-

nential” in the left panel.  To perform a fine adjustment

for the array image, while dragging the green perpendic-
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ular of the gradation adjusting graph in the lower portion

of the left panel of the screen, adjust the shade and color

tone of the image.  

(Note: Even if the gradation or shade of the image is

changed here, the original fluorescent intensity is not

changed.  Therefore, the final measurement results are

not influenced.)

When you have selected an image file that has not been

analyzed yet from the folder icon, click the “Range Scope”

button of the left panel to display the “Trimming” window,

and adjust gradation using the method mentioned at step

2). → Go to the Measure icon button.

3) Click the “Measure” icon in the lower portion of the left

panel of the screen, or the “Measure” icon in the upper

portion of the screen.  If you select a template for the Rice

9000 Array using the “Select” button in the left panel and

click the “OK” button, the selected template is displayed

on the array image.  Be careful about the correspondence

of the image data and the template.  

(For example, if a template for the second slide glass is

used for the image data of the first slide glass, it is not

possible to attach cDNA information for the first slide

glass to the text data to which quantification has been

completed afterwards.  Be careful with this case because

a template is to be attached again and you should perform

the procedure from step 3) again.)

4) To move the template and align it roughly with the posi-

tion of the spot, use the leftmost two buttons of the three

square “Fitting” buttons horizontally arranged in the left

panel and the hand button in the upper portion in the left

panel.  Click the “Auto Option.” Then, a small window

(“AutoFitting Parameters Option”) will be displayed.  In

the window, set the “Block Alignment Type” to ‘indepen-

dent’ and the “Spot Alignment Sensitivity” to ‘4 ’ (or ‘3 ’).

Select the “Spot Appearance” according to the state of

spotting, set the “Centering Prameter” to ‘3 ’ (or ‘4 ’) and

click “Auto”.  By this operation, the template is adjusted

so that it is automatically fit to the spot.  Manually correct

the location where the template is not fit to the spot,

(repeat Auto Option again in certain circumstances),

finally fit the template to all of the spots completely.  

(Option 1: Set the positive control spot at this stage.  Use

the “Choice” button in the left panel to select spots for pos-

itive control.  Next, click the “Attribute” button to change

the attribute of the spots to ‘Control’.  The color of the

template of positive control spot will change into green;

Option 2: Use the “Background” button in the left panel

at this stage to set the area for global background.  Refer

to step 10)).

→ Go to the Analysis icon button.

5) Click the “Analysis” icon in the lower portion of the left

panel of the screen or the “Analysis” icon in the upper

portion of the screen.  When an image file is analyzed,

three windows (in short, in addition to the array image

already opened at step 5), a table of measurement results

for spot fluorescent intensity and a pattern image indicat-

ing the distribution of concentration for each spot) appear

on the screen.  When two image files are analyzed, seven

windows (in short, two array images, two pattern images

corresponding to the respective images, a measurement

results table of spot fluorescent intensity, a “Compare”

window in which the pattern images are compared, and

a scattering plot in which two sets of measurement results

are compared) appear on the screen.  The spot and data

on each window are mutually liked. (There is no link,

however, in the directions from each point of the scat-

tering plot to other windows.)

6) To add the cDNA information on the array to the table

of measurement results, first of all, make the window of

the table of measurement results active and click the

“cDNA info.” button in the left panel.  A small window

(“cDNA Info”) will be displayed.  Click the “select” but-

ton in the small window.  Select the file corresponding to

the table of measurement results (for example, select the

file “Rice9000FullArray1-stInfo” for the results of the

‘first slide’ of a pair of Rice 9000 Array da ‘first slide’ and

a ‘second slide’f from the Gene Information Files installed

in advance, and click the “OK” button.  

The items contained in the Gene Information File are

displayed on the left side of the small window.  First,
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select only the “Element No.” in the window, and click

the “Add” button to move the “Element No.” to “Index

Matching Information”.  Next, click the “Add all” button

to move the remaining gene information to the “Gene

Information to Display” box.  Finally, click the “OK”

button.  The gene information corresponding to each spot

in the table of measurement results will be displayed.  

7) Click the “Measure Option” button in the left panel.  A

small window (“Measure Option”) will be displayed.

Background or normalization can be set from this window

(Background can be also set using “Range Option”.  Refer

to step 10)).  

(Note: Global normalization is often performed as normal-

ization.  Normalization cannot be performed successfully

in many cases using positive control.)

8) Make the table of measurement results active and click

the “Table Option” button in the left panel.  A small

window (“Table Option”) will be displayed.  In this

window, measurement results and clone information can

be arrayed again in the order of ‘No.’ or ‘Index’ (only

ascending order available for both the items), ‘Dens.’ (in

the descending order of measured values), or ‘Ratio’.  For

‘Ratio’, data ratio between a sample and another sample

can be displayed in descending order (by clicking the

“Ratio (down)” button) or in ascending order (by clicking

the “Ratio (up)” button).  Moreover, by selecting the “All”

button from “List Amount” in this window, the data and

information of all clones can be displayed in descending

order from the maximum data.  On the other hand, by

selecting the “Top” button and then entering the number

of the sets of data you want to display, data and informa-

tion corresponding to this number can be displayed in

descending order from the maximum data.  When the

“Selections” menu is selected from “List Choice” in this

window, only the clones that ‘OK’ has been entered in the

“Status” box of the results table are listed. (To enter ‘OK’,

simply click the “Status” box of each clone.)

9) Make the array image active and click the “Range

Option” button in the left panel.  

The cursor changes into a cross, so click any spot on

the image with the cursor.  A small window (“Range

Option”) will be displayed.  In this window, the back-

ground area and measurement concentration area can be

adjusted.  Our group uses the settings mentioned as (a)

below to perform analysis.  

(a) Select “OutLine” from the “Display” mode, and leave

the blank boxes of “Limit Density Range” as they are

(without entering a check mark).  Click the blank field of

“Peak Noise Reduction” to enter a check mark. (Leave

the setting of the “Limit Density Range” 0%).  Select the

“Local” button on the “BackGround”, and set “BG Thick-

ness” to ‘3 ’ and “BG Space” to ‘0 ’.  Click “OK” button.

(Note: To select “Global BackGround” here, it is neces-

sary to set a background area at step 5).)

→Go to the “Annotation” icon or the “Save” icon.  (In

this latter case, skip step 10) and go to step 11).)

(b) dOptionf Change the “Display” mode into “OutLine”,

and click the blank boxes of “Limit Density Range” and

“Peak Noise Reduction” to enter check marks.  (Leave the

setting of “Limit Density Range”0%).  Select the “Local”

button on the “BackGround”, and set “BG Thickness” to

‘3 ’ and “BG Space” to ‘0 ’.  Click “OK” button.

(Note: To select “Global BackGround” here, it is neces-

sary to set a background area at step 5).)

→ Go to the “Annotation” icon or the “Save” icon. (In this

latter case, skip step 10) and go to step 11).)

10) Click the “Annotation” icon in the lower portion of the

left panel of the screen or the “Annotation” icon in the

upper portion of the screen.  By selecting the “A” icon in

the left panel, characters can be entered on the array

image.  By selecting the “arrow” icon, an arrow can be

entered. → Go to the “Save” icon.

11) Click the “Save” icon in the lower portion of the left panel

or the “Save” icon in the upper portion of the screen.  Here,

make the table of measurement results active, and click

“Export” to save the table in the text format.  To save the

array image as an img file, make the array image active

and click “Save” (You can save the array image as a tif

file or a bmp file by selecting “Export”).
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(2) MicroArray Suite (for Mac; analysis software produced

by M&S Instrument)

This software can analyze the data of the tif file format.  

Preparation: Create a gene information file for each spot

(See 4)(b)described below).  

1) Work before quantification: In some cases, a fluores-

cent image of microarray experiment includes an area (or

areas) with extremely high fluorescent intensity unnec-

essary for analysis in a portion such as a high area of the

background (many of such an area are found around the

outer edge of the slide glass) or the barcode portion.

Hence, for using MicroArray Suite, cut a spot signal area

out of the array image to create a new file.

(Quantification will be difficult unless this work is per-

formed.)

a) Start up MASbata21, and select the tif file of an image

you want to analyze to open it from the “File” menu.

Select “Normalization” from the “Enhance” pull-down

menu to adjust contrast.  Select the loupe icon in the

“ROI” window (the image is expanded by clicking it

and reduced by clicking it with pressing and holding

the “Option” key), and adjust the image size so that

the whole slide glass can be viewed.  Next, click the

“Cut” icon and enclose the portion of the image you

want to cut out.  By selecting “Crop image” from the

“Edit” menu, only the portion of the image you want

to cut out is displayed.

b) To minimize the value of dust or dirt on the glass,

select “Median Filter” from the “Enhance” menu, and

apply the filter twice using 3×3 pixels.  Be careful

about applying the filter many times because this influ-

ences the measured values of fluorescent intensity of

the spots.  

c) Select “Save As ” from the “File” menu, and save this

‘cut-out’ image as another file name.  This image is used

for quantification nalysis afterwards.  Although this

image file is also in the tif format, the shape of the icon

is different from that of the tif file of the original image.  

(Note: If this ‘cut-out’ image is saved using the same

file name that the original image has, the original image

is lost.)

(For reference: When this ‘cut-out’ image is saved, if an

extender of .tif is attached after the file name, the image

can be opened even in the Windows environment.)

d) Exit MASbata21.  (After this, start up this software

again to perform quantification.)

2) dQuantification starts from here.f Start up MASbata21

again, and select the tif image file saved at step 1) to open

it.  Select “Normalization” from the “Enhance” menu and

adjust contrast.  Select “invert” from the “Enhance” menu,

check the “invert CLUT,” and click “OK”.  This operation

allows the signal to be displayed in black and the back-

ground in white.  (If you perform the same operation

again, the colors of the image are inverted.)

3) Select “Place Grids” from the “Ext.” menu.  The grid last

used at the previous time and a small window (“Grid Set-

up”) will be displayed.  

4) To create a new grid, follow the procedure below.  

(a)When “New” is selected in the small window, another

smaller window (“Confirm Save”) is displayed.  In the

window, select “No” and click “Clear Grids” in the lower

portion of the array image.  The grid displayed so far

will disappear on the screen.  

(b)Select and set up the gene file you want to use from

“Load Gene Library” in the “Grid Setup” window.

Next, set up four respective items (“Super Grid Rows”,

“Super Grid Columns”, “Sub Grid Rows”, and “Sub

Grid Columns”) according to the pattern of spotting.  

dExample: If DNAs have been spotted to the whole sur-

face of a piece of slide glass like the Rice 9000 Array,

set “Super Grid Rows” to ‘12’ (the number of field

rows), “Super Grid Columns” to ‘2’ (the number of field

columns), “Sub Grid Rows” to ‘12’ (the number of rows

of spots in a field), and “Sub Grid Columns” to ‘32’ (the

number of columns of spots in a field).  For spotting

pattern or field of the Rice 9000 Array, refer to the note

at the end of “II. 2. Spotter Usage” in this protocol.f

When the cursor is drugged from the top left spot to
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enclose a field of the array image , the grids for the

remaining fields are also displayed.  

5) Fit grids to spots one by one.  All grids are linked each

other.  So, when a grid of the left side is moved, the grids

of the right side are also moved together.  When a grid of

the upper side is moved, the grids of the lower side are also

moved together.  Hence, fit grids to spots in the order of

left grid to right grid and upper grid to lower grid.  To

remove the link between a grid and another grid, first

move the cursor to the field you want to remove the link,

and click the field with pressing the apple mark. Only

the grid will be changed into blue, and the link can be

removed.  (Here, the shape of the cursor changes into a

shape like a chain).  To restore the link, perform the same

operation.  

In addition, the “Grid Cell Mode” button is pre-pared in

the lower portion of the image window.  In this mode, all

the cells enclosing the spots of the same positions in

respective fields are linked each other.  So, if a cell is

moved, all the other cells are moved the same way.  To

remove the link, perform the same operation as that

mentioned above.  

After you have removed the link of a grid, be sure to

restore the link.  

When you want to change the size of a field, align the

cursor with the outer frame of the field.  The cursor will

change into an arrow, so drag the arrow to adjust the size

of it.  

Be sure to save the created grid as a name.  After grids

have been fitted to spots, click “OK” on the right side of

the lower portion of the image window.  

6) Select “Process Arrays” from the “Ext.” menu and check

the contents of the items in “Place Grid Setting”.  Set “Tar-

get Size” in “Processing Specifics” to ‘10 pixels’, “Type”

to ‘Thresholding’, “Weight” to ‘3’, “Background Subtrac-

tion” to ‘Local’, and “Intensity Average Within” to ‘Tar-

get’.  Moreover, confirm that “Target Analysis” has been

set as ‘Target Detection Only’, and press “OK”.  (Here, be

sure to confirm that no Japanese FEP is active.  Note that

if Kotoeri or ATOK is still active, this software may be

forcedly shut down.) Then, three windows (the originally

displayed image, a window where an image file called

“Processing Result” is overlaid on a grid, and a table of

measurement results called “Sample Intensities”) will

appear.  

7) When the “Display Array Data” mode is selected from

the “Ext.” menu, two windows (“Color Image” and “Sam-

ple Intensities”) are opened.  In the “Color Image” window,

key codes correspond to the keyboard (For example, when

‘H’ is pressed, the help of the key codes are displayed.)

Up to 100 sets of data of clicked spots are displayed in

“Clone Info”, so only the data of interesting spots can be

picked out.  By pressing ‘Q’ or double-clicking, you can

exit from the “Display Array Data” mode.  Unless you exit

the “Display Array Data” mode, other work (for example,

save a file) cannot be performed.  Moreover, note that

once you exit the “Display Array Data” mode, you cannot

enter the mode again.  

8) To save necessary data using “Save As”, apply names

different each other to all files you want to save.  All files

are saved in the format dedicated to MicroArray Suite.

(The “cut-off image”, a tif image file, created at step 1) is

left as a tif file.  Refer to 1) d)).  “Sample Intensities”

can be saved in the text format (with tabs).  So, when

“Sample Intensities” is saved as using “Save As”, if a txt

extender is attached, the file can be also opened in the

Windows environment.  Open and analyze this text file

with table calculation software such as Microsoft Excel.  

9) As mentioned above, software MicroArray Suite

introduced in this section creates many windows from a

microarray image file.  Accordingly, during work it is

safer to analyze the image while saving each window as

a file one by one.  (For example, when you want to exit

this software and select “Dispose all windows” from the

“Window” pull-down menu, all the windows open there

are closed.  In short, any window in which data have not

been saved yet is also closed.)

(3) ArrayVision (for Windows; analysis software produced

by Molecular Dynamics)
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1) Start up “ArrayVision.” When the rightmost icon dis-

played in the upper portion of the window (the “Array

Macro” button) is clicked, two small windows appear.

One is the “Run: dArrayMacrof” window, which is shown

on the right side of the screen (Here “dDisplay Formatf:

Change display format” is displayed.  In this window, each

stage of the procedure for quantification is displayed.)

The other is the “RundDisplay Formatf” window, which

is shown at the center of the screen.  Set “Image type” to

‘16 bits’ (default), “total # of channels” to ‘4’ (default),

“total # of views” to ‘1’ (default), and click “OK”.  

2) In the “Run: dArrayMacrof” window, “dARV Analysis

settingf: ArrayVision channels and measure selection” is

displayed (“RundDisplay Formatf” has disappeared).

The “Run Macro” window appears at the center of the

screen when the   Set “Analysis type” to ‘Expression’,

“Arrays and Channels” in “Arrays/Templates” to ‘single

array’, “Template mode” to ‘single’, “Element value” in

“Quantification” to ‘Dens x Area’, “Background” to ‘aver-

age’ and check all the check boxes in ““Measure selec-

tions”.  Then, click “OK”.  

3) In the “Run: dArrayMacrof” window, “dLoading Image

Setf: Load multiple images from files.” is displayed

(“dARV Analysis settingf: Array Vision (the following

is omitted)” has disappeared).  The “Retrieve image set”

window appears at the center of the screen.  Select the

GEL file you want to analyze from the files displayed in

the left box of this window and press the “Add” button

to display the file in the right column (“images to load”).

Click the “OK” button.

4) A small window called “Loading Image” (displaying

that the file is being loaded) appears.  When the small

window has disappeared, the “Image view” window

appears.  In this window, the GEL file (= an array image)

you selected above is displayed.  In the “Run: dArray

Macrof” window, the sentence of “dPausef: Cause macro

execution (the following is omitted)” and the “Stop” icon

are displayed (“dLoading Image Setf: Load multiple (the

following is omitted)” has disappeared).  The “Visuals”

window is also displayed behind these windows.  

5) Click the third icon, “Histogram”, in the upper left por-

tion of the “Visuals” window (hidden behind the “Run:

dArrayMacrof” window).  A histogram indicating the

pixel distribution of fluorescent signal is displayed in the

right half of the “Visuals” window (= the LUT map).

Adjust the image to the most appropriate contrast, while

moving the diagonal line (in brown), which is drawn from

the bottom left corner to the top right corner of the LUT

map, in the direction of the X axis by drugging both the

ends of the line, and viewing the image in the “Image

view” window. (Appropriately adjust the magnification

of the image in the “Image view” window by selecting

“magnification” from the pull-down menu of the icon,

which is colored green and red, at the top left corner of

the “Image view” window.)

6) Click the “Resume” button (in green, blinking) below

the “Stop” icon in the “Run: dArrayMacrof” window.

The “Template Definition dUntitledf” window will newly

appear at the center of the screen.  Create a template in

this window.  (The template is a frame applied to the spot

on the array image to measure and quantify signal inten-

sity.)

7) i) When an appropriate template has been saved

previously: 

Select “Open” from the “File” pull-down menu at the top

left corner of the “Template Definition” window.  Tem-

plate files saved previously will appear.  Select a template

you want to use and press the “OK” button.  The template

(consisting of many red circles) will appear on the array

image of the “Image view” window.  (If the template is

not fit to the spots on the image, select the “Alignment”

menu in the “Template Definition” window, and apply the

template to the spots according to the procedure described

on and after step h) below.)

ii) When a template is newly created:

a) Select the “Layout” menu from the menus in the “Tem-

plate definition” window.  Click the “Change” button

in the “Layout” menu.  

b) Three items will appear.  Set the “Field” selection to

‘multiple’ and the “Layer selection” to ‘one’.  Fill in the
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“row” with the number of fields (or the number of pens)

and the “column” with the number of spot columns per

field.  Click the “OK” button.  

c) Return to the “Layout” menu mentioned at step a).

Fill in the “Rows” with the number of all spot rows and

the “Column” with the number of all spot columns.

d) Measure the diameter of one of the spots on the array

image.  A distance between a point and another point

can be measured by drawing a straight line with the

cursor when the “A_B” button (a button for measuring

a distance) in another small window (“Layout” tool

box) is pressed.  (By drugging the cursor from the start

point and then releasing it at the finishing point, the

distance between those two points is measured.) First,

measure the diameter of one of the spots.  The diameter

is displayed in the box of “Rows” or “Columns”.  Enter

the value on the box of “Diameter” from the keyboard.

e) Next, measure the distance between a spot and another

spot (the interval) in the row and column directions.

(The interval of row means the distance from the top

to the top (or the bottom to the bottom) of the upper

and lower spots adjacent each other.  The interval of

column means the distance from the left end to the left

end (or the right end to the right end) of the right and

left spots adjacent each other.) The intervals of row

and column are automatically entered in the boxes of

“Rows” and “Columns” respectively by measuring it

the same procedure as that mentioned at step d).  

f) In addition, select a circle in the “Element” box and

click the “Create” button.

g) The “Element Starting Position” window will appear.

Click the top left spot of the image in order to determine

the start point of a template.  Templates (many red

circles) will appear in the image.  

h) dAligning the template with the positions of spots

starts here.f Select the “Alignment” menu (a menu to

align the templates with the spots) from the menus in

the “Template definition” window.  A green square

frame (hereinafter called a green frame) will appear

outside of the template on the array image.  (The “Lay-

out” tool box changes into the “Alignment” tool box.)

i ) First, drug the right and left sides and the top side of

the green frame (the cursor will change from an arrow

into a bi-directional arrow) to adjust the template

column so that it is aligned with the column of the

spots.  

j) Next, drug the bottom side of the green frame while

pressing the control key on the keyboard to adjust the

templates of the bottom row so that they are aligned

with the spots of the bottom row.  (By drugging the

bottom side of the green frame while pressing the con-

trol key, templates corresponding to the number of fields

are placed.  By simply drugging the bottom side, the

templates expands equally.)

k) The range of templates enclosed by the green frame

can be easily changed.  When the cursor is aligned

with a simgle template and the template is clicked, the

green frame encloses only the template.  When another

template is continuously clicked while pressing the shift

key, a green frame enclosing two (or more) templates

is created.  By the same procedure, the green frames

can be changed into any square and the templates can

be enclosed.  When you want to move all templates in

the green frame as they are, align the cursor with the

top left corner of the green frame (the cursor changes

from an arrow into a cross) and drug the cursor.  When

you align the cursor with the top right corner of the

green frame (the cursor changes into a bidirectional

arrow like a bow) and drug the cursor, all the templates

in the green frame rotate around the top left corner of

the green frame.  It is also available as another method

to adjust the templates in the green frame to the position

of spots by aligning and druging the cursor with one

of the templates at the four corners of the green frame

(the cursor changes into a V-shaped cursor).  

l ) If the signals of the spots in the green frame is gener-

ally strong, templates and spots in the green frame are

automatically aligned each other by roughly aligning

the templates with the spots by the procedure described

above and then by clicking one of the “Auto alignment”
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buttons in the “Alignment” menu.  (If the signals are

not strong, however, “Auto alignment” may provide

rather bad alignment.  If you do not satisfy the result

by auto-alignment, you can undo the auto-aligning

when you push the “Undo” button just after performing

the “Auto alignment”)

m) If the templates sand the spots are still not aligned

each other, click the “Move individual template” icon

(an icon carrying both a circle and an arrow) in the

“Alignment” tool box displayed on the same screen,

and then drug each template to align it with each spot.  

n) Select the “Label” menu from the “Template defini-

tion” window.  In this window, a number can be assigned

to each spot.  (In short, this is the setting for correspond-

ing the array of each spot to the array of quantifica-

tion data.) Using the left icon allows you to ‘assign each

number in the row direction and column direction.’

Using the center icon allows you to ‘assign serial num-

bers from the top row to the bottom row in the direction

of left to right in order.’ Using the right icon allows you

to ‘assign serial numbers vertically.’

o) Select the “Background” menu in the “Template def-

inition” window.  Four items for selecting the position

where background is set (set background outside of

each template, set background outside of each spot,

select spots for negative control and so forth, and select

a range of no spot area) will appear.  Select an item.

Press the “Define” button and enter setup conditions.

(The conditions you enter vary from item to item.)

Consider the design of the array to be used and set up

background.

p) Select the “Anchor/Blank” menu from the “Template

definition” window.  Set up the templates correspond-

ing to the location where no spot has been attached as

blank.  (Quantification data are not calculated for

these templates.)

(Templates will disappear during the work of steps

o) or p).  Press the “Refresh” button to display the

templates, and confirm where the backgrounds or the

blanks has been set up.  If any mistake is found, clear

the mistake using the “Clear” button and set the items

again.)

q) To save the created templates, select “Save as ” from

the “File” pull-down menu in the upper portion of the

“Template definition” window, and save the templates

as a file name.

8) Click the “OK” button in the “Template definition” win-

dow.  (Note: When a new templates have been created, if

you perform this operation before saving the templates,

the templates will be lost.) The “Image view” window

remains and the “Sample” toolbox appears at the bottom

left of the screen when the “Template definition” window

and “Alignment” tool box have disappeared.  

(If you want to return to some step and perform the work

again, you can return to each step by operating the arrow

head buttons in the lower left portion of the “Run: dArray

Macrof” window.)

9) Move the cursor onto the image of the “Image view”

window (the cursor will change into a square cursor con-

sisting of four arrows) and click the image.  The calcula-

tion of fluorescent intensity will start.  The data list is

displayed in the “Data” window behind the “Image view”

window.

10) You may find “spots that cannot be used as data” in

the array image because of dust or background.  In such

a case, you can make a distinction “the spots that cannot

be used as data” by putting a mark (or a “flag”) in the

“Image view” window after the calculation has been com-

pleted.  First, click the “Flag” icon (a red V_shaped icon

with a small black rectangle), the second icon from the

right in the “Sample” toolbox.  The shape of the cursor

will change into a red V character.  Then, click the tem-

plate corresponding to each spot.  The template will

automatically turn red.  (A “flag” has been attached to

the spot).  A “flag” is also attached to the box which

corresponds to the spot, in the data list on the “Data”

window.

11) Select the “File” menu from the pull-down menus at the

top of the screen.  Then, select “Save as...” from the “File”

menu to save the file as a name.  Both the final image and
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the data list are saved in the file format specific to Array

Vision.  In addition, select “Export” from the “File” menu,

give the data list the same file name that the two formers

have, and save it in text format.  In this case, only the

data list is saved as a text file, in addition to the file of

the data list saved in the ArrayVision file format.  

9. Others

Confirmation of “reproducibility”: 

After completion of quantifying the intensity of fluo-

rescence from a glass slide, examine the “reproducibility”

of the data in the glass side.  First, export a table of the

fluorescence intensity measurements as a text file.  Trans-

fer this file to a spreadsheet software such as the Excel

and make a scatter plot using the data of the left and right

spot set on each glass slide.  The data are judged to be

“reproducible” when the quantified intensity of fluores-

cence is in a range from 0.5_2 times (or 1/3 _ 3 times).

Take one of the following steps when the microarray data

have shown values above or below this range: (1) After

the subsequent comparative analysis of the microarray

data between RNA samples, validate the results of the

comparative analysis by using other methods such as RT

_PCR and Northern analysis.; (2) If the “reproducibility”

of the data from a piece of glass slide is very low (e.g. the

scattered plot shows round shape.), we recommend per-

forming another exeriment using the same RNA sample.  

Normalization: 

Generally, the median value is used, or global normal-

ization is performed.  When a positive control (or positive

controls) is used as reference for normalization, the nor-

malization often turns out to be unsatisfactory.  It is ideal

to find multiple house-keeping genes (or their cDNAs),

the expression quantities of which never change, from

the probes on the array you used as internal positive

controls and to use their signals for the normalization.  In

this case, you have to find the house-keeping genes in

each experiment as references for normalization.  

We do not use these positive controls as reference for

normalization.  These positive controls are useful to exam-

ine whether microarray experiment have been successful.

In our Rice cDNA Array, insert DNAs of porcine EST

clones that do not cross hybridize with rice cDNA are

spotted as positive control clone (external positive con-

trol).  And, in the preparation of the targets of hybridiza-

tion, we simultaneously perform reverse transcriptase

reaction by mixing cRNAs of these clones from porcine

sources (in vitro transcripts) with each plant RNA

sample.  Therefore fluorescent signals of positive con-

trols can be obtained as image data with signals of rice

cDNA clones. 

Comparative analysis of microarray data between samples:

Generally, the quantity of transcription is judged to

have increased when the ratio of the intensity of fluores-

cence between the data compared is “2 or greater” and to

have decreased when it is “0.5 or smaller” (sometimes

use “3 or greater” and “1/3 or smaller”).  Because these

criteria are groundless from a statistic viewpoint, you

have to validate microarray data using other methods

such as RT_PCR and Northern analysis.  

The simplest method for comparative analysis is to

export data to spreadsheet software such as the Excel, as

mentioned above, and to compare quantified data of the

fluorescence intensity.  The above-mentioned software

(the Array Gauge and the MicroArray Suite) has func-

tions of comparative analysis.  Although not introduced

here, several pieces of software are commercially distrib-

uted for comparative analysis such as the Spotfire (Spot-

fire), which links reciprocally each point on the scatter

plot with gene information on the array, and the Gene-

Spring (Silicon Genetics), which can perform compara-

tive analyses using statistical techniques such as principal

component analysis.  
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Summary

This article is a collection of protocols concerning the

preparation and use of rice cDNA microarrays primarily used

in the Microarray Project of MAFF.  It includes protocols

for the preparation of a large quantity of cDNA for microar-

rays, method for the use of the spotter, preparation of targets

(method for fluorescent labeling of RNA), hybridization,

washing of glass slides, scanning of fluorescent signals, and

quantification of image data.  This collection of protocols

will serve as a guide for microarray experiments and will

help in the understanding of the microarray for the partici-

pants in this project and investigators interested in the

microarray.  

Reference books

Here are collections of manuals and protocols about

microarray experiment.  We recommend to refer these ref-

erence books (written in Japanese). 

1) Matsumura M. and Nanami H. (editorial supervision)

2000. DNA Microarray and the Latest PCR Method.  Spe-

cial Issue of the Cell Technology.  Genome Science Series

(1).  pp. 133. Shujunsha, Tokyo.

2) Tsujimoto G. and Tanaka T. (editorial supervision)

2000. Protocols of Genome Function Studies.  Special Issue

of the Experimental Medicine.  Seminar of Experiments

in the Post-Genome Era (1).  pp. 269. Yodosha, Tokyo.

3) Hayashizaki Y. (editorial supervision) and Okazaki, K.

(editor) 2000.  Sure to Get data: Practical Manual of

DNA Microarray.  pp. 174. Yodosha, Tokyo.

4) Human Genome Analysis Center, University of Tokyo

Institute of Medical Sciences (Laboratory of Dr. Yusuke

Nakamura)(edit.) 2000. Microarray Volume.   Laboman-

uals.  pp. 43. (not for sale)
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