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I2学研究 60: 135-146 (1984) 

ユリから分離された

チューリップモザイクウイルスの l系統

前回苧怒・井上成佑・光1:IU~'í!二

f者

わが闘のユリに発生している病原ウイルスとしてはキ品ウリモザイグウイルス (cu・

cumber mosaic virus， CMV)7.8.11)， チ品ーリップモザイクウイルス (tulipbreaking 

virus， TBV)7.14.20ヘカンキツタターリーフウイルス (citrustatter leaf virus， CTL V)5)， 

およびユリ?皆殺ウイルス (lilysymptomless virus， LSV)lO)が報告されている.さきに，

らは各地で採集した種々のユリから米記録とfi!Jわれる Potyvirusが分離されたこと

を報告した12) 本ウイノレスはユリ科植物の外に， TBVが感染しないとされている Che-

nopodium qu仇oa，ツノレナ -¥:::γニチコウ， Nicotiana clevelandiiなどの揃物に感染し

たことから， TBVとは黙なる別組のウイルスと考え lilymi1d mottJe virusと舷称し

たへその後の試験で，本ウイノレ3えはチ品{リップに colorbreakingを起こすこと，本

ウイルスと TBVとは風情学的に近い類縁関係にあることおよび両者のIHiに完全な干渉効

果が成立することなどが切らかとなった.これらの結果から，本ウイルスは新税のウイノレ

スではなく， TBVの1系統とするのが妥当であると考えた. 本報告ではユリから分離さ

れた TBVの1系統の諸問=質について記載するとともに， これとチ品ーリップから分離さ

れた TBVとの比較についても記述した.

木研究な行うにあたり，;:1.リのウイノレスirIjの発生:V，triならびに約株の係終にl涼し初日1)の便宜な与え

られた各地の試験研究機関の多くの方々にI栄治jの認さとヨーする.

実験材料および方法

本災!践には，主に部同県宗像市問熊で採集したシンテッポウユリ (II'M蛮，日の本〉およ

び三三m:l恭一志郡三三猿村で保持したスカシユリ(品額不捌，亦部稲〉から分I~ÍÉ したウイノレス

を洪試したーヌドウイルスとの比較のために月品、た TBVj際単純2は問lJlflT大内mおよび会般

市制津で傑捺した，花子?に決裂的な colorbreaking ~ど設しているチューリヅプ (1弘糧不

明，赤(s犠)から分離したものである.両者会f区別するために木ウイルスを TBV-L，チ品

ーリップから分l~ff\した TBV を TBV-T と 11子ぶ.

TBV-L の分自立は以下の1"搬により行った.病1~ミから各:filHほ物に汁液J真額を行った結果，

ツノレナおよび C.quinoaの披郡葉にえそJxEl，誌を生じた. このえそf~J:人去を j実績源として，

ツルナあるいは C quinoaでの単一病域分離合 2~3 1'百くり返すことによりウイルスを
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分離した.分附したウイルスはツルナあるいは C.quinoaで純代保存した.長期間の保

存は凍結乾操によった.

史!制1立物の育成， j業種試験などはすべて 20~300C のガラス 1品で行った. 汁1皮J実態は

披磯部!11立物業に O.lM りん般紙諺[ÎÌ~支 (pH 7.0)を加えて際砕し， カーボランダムと *m球

を用いる常法により行った.

アブラムシ{え搬試験には，健全コカブj二で抑背した無君主のそそ 7カアブラムシおよび{住

金シ γ テッポウヱムリ j二で飼育したワタアブラムシを月JI，、た.

ウイノレス粒子の観察は2% PTA (pH 7.0)な用いた逆染色法により也子顕散鋭〈日立

HU鴨 12)で行った. ウイノレス粒子の長さの測定3)は internalstandardとしてウイルス試

料に混入したタバコモザイクウイルス千\[f~ilí系の長さ (29511m) を法単にして行-った。

ウイルスの部分純化は以下に述べる方法により行った.凍結したツルナの病葉に2

(v/w)の0.1%チオグリコール散を合む O.lMりん酸緩衝液 (pH7.0)を加えてj訴時し

たのち， 2抵の 2ゲーゼで搾nした.親i'n夜に 1/4務設の問恥化炭議を加えて 10分l1，fjかくは

んしたのち， 3， OOOx g， 15分間違心した. 述心上n守に塩化ナトリウム (O.lM)，Triton 

X-100(l %)および PEG6， OOO( 5 %)を加えて溶解し， 40Cに5時間静i援した. 6， OOOx g， 

20分rMJ迷心して得られた沈殿を 0.01M りん限緩衝液 (pH7.0)にけんだくしたのち 2関

の分K混迷心 (8，600xg，20分間， 65， 000 x g， 90分間〉を行った. 高速泣心の沈搬を少;設

の上記の綬I[tr液にけんだくしたのち， 8，600 x g， 20分l1iE道心した上ザ?を部分純化ウイルス

としずこ.

木ウイルスに対する;出血液は 11ill当り O.5~1 mgの部分*lli1l二ウイノレスな Freund's

complete adjuvant (Difco Lab.)と混合し家兎に 3ITIl筋肉E注射して作成した.免疫服

法は以下に述べる手11眠により行・った.カーボ γ補強したロロジオン肢をはったメッシ品に

ウイルス-¥111病葉の京IlYl-液をのせ，数秒後に 0.15M t塩化ナトリウムな合む O.lMりん融緩

術液 (pH7.0)で洗浄した.次に;司;・釈した抗出請をメッシ A にのせ 250Cの禅室内に 20分

11flll段いた.メッシ品さと上記の緩衝液， 次に燕間水で洗-浄したのち 2% PTA (pH 7.0)で

逆染色して'll15演観察てど行った.

実験 結果

1.原株の病徴

テッポウユリ，シ γ テッポウ.::t.V : 1.血児島，組|札佐賀，徳島および衰の各県で採集

した18株から本ウイルス、が分離された.これらの原株はモザイク，条)x[えそ，議tfBなどの
種々の版状を設していたが，それらのすべての株が CMV，LSV， CTL Vなどと震被感染し

ていたので本ウイルスとこみ?での病徴との関部l玄関らかにできなかった.

スカシユリ:W;}IJIおよび三三重県で採集したスカシユリ〈品組不明，赤色事fOは本ウイノレ

スに単独感染していたが，架にかすかなモザイク，花弁には赤色部が向く抜けるil設い color

breaking ~~設していた (Plate 1-1). また，徳島県で採集した LSV との京臨J器!.{~株(，W，

憩，消rijt紅)では健全H~より草丈がfl~ く，諜にモザイク:および杭いえそが認められた.花

の病徴は観察していない.

オニユリ県で掠w息した本ウイノレスに単独感染してたオニユリは楽にそザイク~ff!:

していた.また，新築には戦いえそ条斑が認められた.
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2.若手主範囲および病徴

ツルナの接種諜あるいはチューリップの全身感染諜を扱極限として 17科 55~'illの純物

にtI-I{;主1~~1fiを行ったところ，本ウイノレスは 5 科 lOf1fiに感染した (TabJe 1). シンテソポ

ウユザ，タカサゴエL リおよびチ品…リップには全身感染したが， C. amaranticolor， C. 

quiηoa，ツノレナ，ホーレ γ ソウ，ブダγソウ，セ γニチコウおよび N.clevelandiiには11Z

植11誕のみの感染にとどまり全身感染しなかった.本ウイルスは以下に述べる 14科 45f:i[Hこ
は感染しなかった. ナスヂ¥':タバコ (N.tabacum cvs.羽Thite Burley， Samsun)， N. 

glutiηosa，トマト (Lycotersiconesculentum)， ピーマ γ (Catsicumannuum)， ナス

(Solanumηzelongena)，ベチ品ユア (petunia x hybrida)，ヨウシコ， 7-日ウ 4工γアサガオ

(Datura stramonium var. chalybea)， ヒヨス (Hyoscyamusniger)，γ メ科:ι ンF'ゥ

Table 1. Host ran詰esand symptomatology of tlllip breakin詰 virus
str‘ains isolated f1'0111 1ily (TBVふ)and tulip (TBV-T) 

てrBV-L TBV-T 

Specics Symptom* Symptom 

Local Systcmic Local Systcmic 

Clw持opodi叫mamal'anticolor NS 

C. quinoa NS 

β。tavulgaris 

Spinacia oleracca 4哨

1'etrago刀iae弐tansa NS 

Gomρhrena globosa ート

Nicotiaηa cleveland ii 十

Lilium fonnosanum 4・ sM， D ート sM， D 

L. xformolongi 十 mM + mM 

1'ulかagesneriana CS sM， CB 一ー 弘正， CB 

* Explanation of symbols: NS， necrotic spots; CS， chr・oloticspot日 sM，scve1'e 
mosaic; 111M， mildη:10日aic;D， distortion of flower and leaves; CB， color breaking 
o[ f1o¥Vcr;十， symptomlcss infection; 一， 110 in[記ction.

(Pisum sati訂Uη1)， ソラマメ (γiciafaba)， ィγゲγ (Phaseolusvulgaris)， ササゲ、

(l1igna siηensis)， アズキ (γ'.angularis)， リ呂クトウ〈γ.radiafa)， アカクロ…ノ〈

- (Trifoliumρratense)， アノレブアノレブァ (Medicag‘osativa)， レンゲ (Astragalus

sinicus)， Cassia occidenfalis，キク科:ヒマワリ (Helianthusaηnuus)，アスター (Cal-

listethus chinensis)， :of-γセ γヵ (Calendulaofftcinalis)， ゴボウ (Arctiumlajゆα)，

手ノコ γ~t} ク(Chrysanthemμm coronarium)， レタス (Lactucasaiiva)， ウリ f;1・:スイカ

(Citrullus lanatus)， メロ γ (Cucμ仰miゐsmηelo vれr.r，陀'etiたculat:附)， シロウリ (C.melo 

var. conomon)，キ品ウリ (C.sativus)， ニホ γカボチャ (Cucurbifamoschafa)，ペポ

カボチャ (C.teto)，ヘチマ (L民ffacylindrica)，アブラナ科:カブ (Brassicarata)， 

ハクサイ(ゑ tel，inensis)， キャベツ (B.oleracea)， グイコ γ (Rathanussativus)， 

ユリ科:ネギ (Alliumfistulosum)， ニラ (A.tuberosum)， アオイ科:オクラ (Abel-

60在開(1984) 137 



moschus esculentus)， イネ科・: トウモ口コシ (Zeamays)， ヒノレガオf+:アサガオ(Phar-

bitis nil)， キ sウチクトウ科:ニチニチソウ (Catharanthusroseus)， ナデシコ1;;1・:ピ

ジョナデシコ (Dianthusbarbatus)，アヤメ科:プヤメ (Irissanguinea)， ヒプfンバナ

利:アマリ担ス (Hippeastrumsp.)，ツユクサ科:ツユクサ (Commelinacommunis). 

ーブj，オミウイルスが感染した 5利 101濯の植物に TB¥人T も:nrt制定額したところ，シ γ

テッポウユザ，タカサゴユリおよびチ n ーリップにはJbE染したが，仙の 71mにはJ謀染しな

かった.

感染のみられた純物の病微を以下に記述する.

シγテッポウユリ:TBV幽L および TBV帥T な 3~4 来1JWの突っミ首位銭~1m したところ，

向者ともj二葉にかすかなモザイクを生じた.捕物が生育するにつれて病徴は消失したが，

rIYlilJ1観察でウイノレスは検出された. :fEには異常が認められなかった.

タカサゴユリ:同ウイルスとも;妥結1O~15 日後に j二葉に明瞭なモザイクを生じた.ま

た，新しくI:lltこ新築ではそザイク結状がより激しくなるとともに，業」設がkmくなり，ねじ

れを生じた.花には花弁裂捌， ltiê t.1i~蕊の奇形などの病徴を現わした (Plate 1-2). ウイル

スによる病徴に設見はみられなかった.

チュ一世ップ:時ウイノレスを開花20日前の出7;Y:rJ切のチューリップ(，日，1:ilLRed Matador， 

赤色1m)に抜極したが， ?lgおよび花に兵常は認められなかった. これらのJ朱の仔]去を 11

月に拙え扱1111型年の病散をお1摂した. TBV-L ~と接続したほでは斑:にi5J~ しいモザイク蛇状

が現われた (Plate1-5). また，業の誕slIJには赤禍色のえそ糸践を生じ， 花はブライ γiご

となった. これらの株の諜のウイノレス郊:をツルナで定設した結果，シンテッポウユリの

6~8f告のウイルスを合んでいた.一方， TBV-TをJ実離したチユーザップでは楽にモザイ

ク (Plate1-6)，花に典II~ll的な color breakingを生じた. 1171種， Renown (赤色額〉に

jIr.jウイノレスを地上部茅JWとIJ:¥WfJUIの 2JJ:tにわたり拭:拐した. f，lijウイノレスとも涜にモザイ

クをil:'.じたが， その税}廷は木ウイルスのブJが TBV哨T より IJ!JIほであった. また， :fE介に

color removing typeの colorbreaking な ~I:'. じた (Plate 1-7， 8). TBV-Lの場合，

退色した部分が白色となったが， TBV-Tでは淡3貸住でありその1+1に赤色の小さな斑点が

競る結状であった.これらの株の型年度の病徴については現在実験中である.

C. amaranticolor， C. quinoαTBV-L ~寄稿 5~7 日後に j資額撲に伍 1~2mm の退色

斑J誌を ~I:'. じ，のちえそ斑点となった.張旅近くに形成されたえそ蹴点が葉脈にそって拡大
する場合もみられた (Plate1-3). 

ツルナ:TBV・心接穂 5~7 日後に銭秘薬に任 2~3mm の淡い退色JXE)誌を生じ， のち

3~5mm に拡大して淡褐色のえそ疏;点となった (Plate 1-4). 

3.病薬組i十液中での安定性

ツルナの11i~垂業組lI-ìi主 1:1:tでの TBV-L の安定性をツルナを松定41荷物として W，Uベた結果，

不活化温度は 55~600C (10分)， 耐保有伎は 6~8 1=1 (200C)，制希釈1fl::は 10一括~10-'! で

あった. また，シ γテッポウユリ病誕の~1l汁1皮下1:1でのi肘希釈i生は 1O-2~1O-3 であった.

4.アブラムシ低搬

按111"fか~W(i物および脱税{ずiqちともにツルナをJlJい，モモアカプブラムシとワタアブラムシ

による íi~iílぬi\!.V6!主:~子ったところ，オミウイルスはr.1~ アブラムシによって非えく統的に伝i~設さ tt
た.
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5.龍顕観察

本ウイノレスに感染したユリ， ツルナ C.quωoaなどのがJ集合 DNr~で在1123 したとこ

ら，長さ約 760nmのひも状粒子が観察された (PlateII-1). また，上記の;ii¥料には:、jλ行

K(線故郷構造がみられる潟IJ胞質封入体の破j十も検出された (PlateII-2). ーブ1]，TBV-T 

に感染したチューリップ誕の DN試料rいにも長さ約 760nmのi可様の粒子が観察された.

6.ウイルスの純化

えそ政E点が形成されたツノレナの接税業を材料にして本ウイルスの部分純化を試みた.前

述の方法により本ウイノレ3えな部分純化することができたが， JI又iil:f:J:低く，1:.諜 1kg鳴り

2~3mg であった. 部分純化試料1-1-1には帯主成分の混入が認められたが， 多数のひも状

粒子が観察された (PlateII-3). 一方，本ウイノレスに感染したシンテッポウユリおよび

TBV-Tに感染したチ品ーリップ架から同様のブJiどによりウイノレスの純化を試みたが， ウ

イルスはほとんど"g}・られなかった.

7.血清反応

部分純化ウイノレス右::Freund's complete adjuvantと混合し， 家見に筋肉注射するこ

とにより， microprecipitin testで力lilli1/128を有する拭j保清が得られた.この抗1ul出の

本ウイノレスおよび TBV曲Tに対する反応を免疫電!ilj'Wミでff!，'，jベた. この場合，対照ウイルメ、

として cymbidiummosaic virusりあるいは irissevere mosaic virusG
) な試料に混

入した. 本抗血清は潟入した2績の対照ウイノレスとは反応しなかったが， 本ウイノレスと

512倍希釈まで， heterologousな組み合わせである TBV-Tとは 128倍希釈まで反応し，

阿者に対する反応性に悲斜がみられた (PlateII-4~6). また， I巧一希釈{奇数の抗1Uli討で

処理した場合，抗体の付着設は TBV-Tよりも TBV-Lの方が多く，免疫抵l説法で両者

に迎いがみられた (PlateII-7，8). 

8.干渉 効 果

3~4捺JUJのタカサゴユリの災生出に l 次ウイルスとして TBV-T;ω業績し， J二;\\~にぴj

Ilf，ê なモザイク;llJJ徴が現われたのち (j~穂 15~20 日後)， 2次ウイノレスとして TBV必を抜

極した. 2次ウイルス按槌後 30日および 601:1後にツルナに民し接殺して TBV-Lの感染

の有無な検定した.xJJ段として，知J定額の健全タカサゴユりにも TB¥人Lを接税した.在住

金タカサゴユ?に TBV-Lを接種したiまでは，供試した8*の111'i物のすべてが発病し，民

し接誕でもウイルスが ITII!祝された. 一方 1次ウイルスとして TBV-Tを接続したほで

は，供試した 10本の拙物の L、ずれからもすBV暢Lは検出されず， Illijウイルスの閉じ完全

な千渉効来が成立した.

考 察

らはわが隊!のユリに発生するウイルスの探索のj曲線で，各種のユリから米泌総とjぷ

われる Potyvirusが分離されたことを報告した12) 品りに発生する Potyvirusとしては

TBVが知られているが， TBV の r~子主範!現は狭く:;:l.リ科絡に [íJ~ られている 16) ーゴ]，

ユリから分離された本ウイノレスはユリ科純物の外にツノレナ，C. quinoaなどの双子漉j泌物

に感染したことから， TBVとはなるヨ!と記録のウイルスと考え lilymild mottle virus 
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と仮称したわ.しかし，その後の検討結果， オ王寺[1で示す~IJ く，1)水ウイノレスはチ品ーリ

ップに colorbreaking 'it起こすこと， 2)オミウイルスは TsVとlUl法学的に近い類縁関

係にあり，ドl[ウイルス開の SDI(serological differenciation index)15)は2であること，

および3)削ウイルス[UHこ完全な干渉効果が成立することなどが切らかにされた. これ

らの結来より，本ウイルスは米記録のウイルスではなく TsVの1系統とするのが妥当で

あると考えた.

TsVはj泣初 Cayley(1928)と McKayら(1929)とによって主され， 世界11:1のチュ

ーリップとユリに広く分布しているウイルスである16) McWhorterl3)はチ品ーリップに

color breaking 'it起こすウイルスをチューリップでの病徴の j金いから Tulipvirus 1 

(color-removing virus)と Tulipvirus 2 (color-adding virus)とに分けた.その

後， srierleyらりは 3・りから分離された lilymott1e groupの3寝!のウイルス (coarse

mott1e， virulent coarse mottle， latent virus)と上記の Tulipvirus 1および2と

の比i[泣試験を行った結果， これらの 5槌のウイルスを一訴して tulipbr・eakingvirus 

(Marmor tul勿ae)と11‘Fび，それぞれはその strain(su b-species)であるとした. 最近

では， TsVはチ品…リップでの color breakingの typeと程度から severe strain 

(STsV)と mildstrain (M1、sV)とに分類されている 16.17) このように， TsVではそ

の病徴の迷いに法づいてそぞれの系統に分けられているが，それらのいずれの系統もチ品

ーリップに colorbreaking を起こすことおよび得主純聞が2・り科純物に[ll~ られている点

では共通している.

しかし，本:M!~!で各種のユリから分離した TßV (TsV-L)は!Jt織のすsVにみられ

なかったユリ科以外の 7績の双子諜植物に感染した. すなわち， TsVふはツルナ C.

amaranticolorおよび C.quinoaの接種架にえそ1恋人立合形成し， センニチコウ， ホーレ

ンソウなどには接種誕に無病徴感染した. 一方， color breakingを2きしてし、るチ ;J. - ~ 

ッブから分離した TsV(TsV-T)のいずれの分離株(計7分 14it株主ど供拭〉もツルナ，

C. quinoaなどの1111物には感染せず，従来報告されている TsVの得主純聞と一致した.

このように品リおよびチューリップから分離された TsVの'好主純臨に大きな議決がみら

れたことは興味深い.わが|主!において，各種のユリから TßV が分I~話されたことが報告さ

れているが7.14.20t それらのウイルスがツルナや C.quinoaなどに感染するか清かについ

ては切らかにされていない.また，諸外!怒iにおいてもユりから分離された TsVの静剤IIな

寄主純閉の試験は行われていないようである.したがって，ユ担から分離された TsVが

すべて本実験で得られた TsV働Lとi制裁の性質てと有するか百かは不明であるが，筆者らは

これまでにエI.~からすßV-T typeのウイルスが，チューリップから， TsV-L typeのウ

イルスがまれに分離されることを磁認しているので(米発表〉この点に関してはさら

しく調べる必要がある.

TsV-Lおよび TsV開?の 2，3 の;::t..リ科 il自!I~での病徴を比i脱した結果， シンテッポウ

エエリおよびタカサゴユリではほぼ悶じであったが，供試した王子ューリップの 2a古fillでは異

なっていた. チューリップl¥jH1f1Red Matadorにおける接鶴翌年の締徴は TsV-Lでは

楽に激しいーとザイクてと生じ， :{Eはブライシドとなった. 一方， TsV-Tでは楽にモザイ

ク， ;fE介に典型的な color・br・ealdng~と生じた. また日'l~ill RenownのJ業種当年におけ

る病徴は河ウイノレスとも擦にモザイク， :{とに colorremoving typeの colorbreaking 
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を生じたが，その程度は TBV幽Lの方が激しかった.このようにチューリヅブでの病徴に

法見がみられたが color・ breaking の type や程度はウイルスの按秘JI~，JJ)JやIWJf主などに

よって大きく見なることが知られているので18.m，この/.(についてはさらに多くの MlfjIf~ど

パJ¥'、て試験する必要がある.

ツルナのJ，な漉を加し、て TBV-L の部分品塩化合試みたが)1又;誌は (t~ く生誕 1kg 当り 2~3mg

であった.このことはツルナでのえそ斑点が業全部に形成されにくいことおよびウイル

ス濃度が低いことによるものと考えられた. it;こ，チューリップ~'gを材料としてすBV-T

の純化な試みたがウイルスはほとんど得られなかった.TBVの純化は悶史[(ffとされていた

がlベ最近 Der・ksらわにより TBVの新しい純化方法が報告されたので，今後この純化

方法を試みる必嬰があろうーまた， TBV-Lに感染したチューリップ誕の DN試料中には

多数の粒子が鋭Zさされることから， TBV附Lの純化材料にチューリップをJ!j¥，、るのも有効

であると忠、われる.

TBV-Lの部分純化試平日'1・を家兎に筋肉注射することにより， micro-pr・ecipitintestでjJ

ulli 1/128の抗血清が得られた. オミ抗血躍をJ詩いて TB¥i人Lと TBV-Tとの胤J青学的知縁

関係を免疫溶接員法で調べた結果，同系統は血消学的に近い関係にあるが，両者の抗原性に

主主・ b'~があることが認められた. Van Slogterenら17) は STBV，MTBVおよびユリから分

離したウイノレス、 (LV)IHJの血液学的額縁関係を捌ベた結果， LVに対する抗感i消は LVお

よび STBVと反応;したが， STBVあるいははTBVに対する抗Jll1訟は STBVとのみ反

応し， LVとは反応しなかったことを報告している. また Derksらわはチ品ーリップ

の品種 JackLaanから分離された TBVに対ずる抗血清はチューロップよりもユリに感

染している TBVとよく反応したが， 品種 TexasFlameから分自rtされたすBVに対ず

る抗JIlL1討はその逆であったこと会報告している. このような事実はユリから分離される

TBVとチ品ーリップから分離される TBVとは血波学的に遊具があることをぷ践してい

る.しかし，これらのウイノレスと本史験で分離した TBV-Lとの関係は切らかではない.

今後， TBV-Lおよび TBV-Tの各秘のユリおよび7-;J..ーリップでの腕徴，細胞質封人

体の構造， ウイルス粉子の諮性質，血告!?132的性質， ~~J設工ムリおよびづら品ーリップでの発生

iTJU交などに関する比較試験を行う必要がある.

摘 要

11本各地で採集したテッポウユリ，シンテッポウエ'-!J，スカシユリおよびオニユリから

分1)11&した Potyvirusは tulipbreaking virus (TBV)の1系統と F'IJ定された.

オミウイルス (TBV-L)はnf1倒産額によってシ γテッポウユリ，タカサゴユりおよびチ ι

ーリップに全身!岳染し，ツルナ ;J;…レンソウ，ツ〆ンソウ，センニチコウ， C. amaran-

ticolor， C. quinoaおよび N.clevelandiiに応部感染した.ーゴ5， チューリップから分

離した TBV(TBV-T)は上記のユリ科純物には感染したが， f也の双子提M物には感染し

なかった.シンテッポウユリおよびタカサゴユリにおける TBV岨L と TBV-すのがH設は

1;可慌であったが，チュ…リップでのモザイク ~iE状および color breakingの程}支は TBV-L

の方が激しかった.

本ウイルスはそそアカプブラムシとワタアブラムシによって ~I'永続的に{え搬された.

ツルナ総汁液中での不活化温度は 55~600C， 10分対希釈i生は1O-3~10-\ 附保存性は
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6~8 日 C200C) で、あった.

TBV↓および TBV-T感染紫の DN試料111には，長さ約 760nmのひも状粒子と細胞

質封入体の破片が観察された.

ツルナの病捺を材料にして TBVみの部分純化を試みた. ウイルスの JI又は生誕 1kg 

当り 2~3mg であった. 1JII分純化した TBV-Lを家況に筋肉出射して， micro-precipitin 

testで方制 1/128を有する抗lIll済企得た. 木J充血清は免疫屯顕法で TBV欄L と512f古希

釈まで， TBV-Tとは 128倍希釈まで反応し，両者の抗蹴性v.こ主主県がみられた.

タカサゴニL リで TBV-Lと TBV♂との11¥]に完全な干渉効果が成立した.
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A Distinctive Strain of Tulip Breaking' Virus 

IsoIated from Lilies in Japan 

?日kanoriMAEDA， Narinobu 1NOUYE 
日nclKoji MITSUHATA 

Summary 

During a slIrvcy of viruscs infecting lilics in Japan， a clistinctivc 日trainof tulip 
brcaking virus (TJ3V) was common1y isolatecl from Lilium 10叫g~ンqoru刀t ， L. xJormolongi 

(a hybricllily， L. Jormosanum x L. longiflorum)， L. x elegans ancl L. lanciJolium. The Virus 
clesignatecl as TBV-L could be clistinguishecl from the type st1'ain of TBV in tulip (TBV-
T) by clifferenc巴sin host range ancl symptomatology. ィ1'J3V-Lwas tl・ansmittcclby me-

ch日nicalinoculation to sevcn clicotyleclonous speci巴日 (Cllellotodium amarallticolor， C. quinoa， 

γ'elragonia extallsa， Gomthre1Za globosa， Nicotiana clcvelandii， Bela vulgaris ancl Stinacea 
oleracea) in aclclition to lili巴sancl tl1lip. In T. extansa sap， 1"、BV-Lwas infectivc at a 
dilntion of 10“3 but not 10吋， afte1' hcating at 550C for 10 min but not at 60oC，日ndaftcr 
6 clays but not 8 clays at 20oC. The virus was transmittecl by th日aphidslvfyzus tersicae 

anc1 Athis gossytii in a non-persislent manner二 Antisな1・umwilh tit1'e of 1/128 in micro-
precipitin test was oblaincc1 f1'o111 a rabbit injectecl intral11t1scularly with pa1'tially purified 
TBV-L. In s巴1'ologicallyspecific electron microscopy， the reaction cncl-point of the an-
lise1'u111 was 1/512. ぐFおV-Lwas c10scly relalccl scrologically to， but c1istinct from， 
TBV-'I¥A cOl11plcl巴 crosιp1'otcctionw日sobscrvecl between T日V-Land TBVぺ¥
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Ex予lanationof plates 

Platc 1 

1. F!ow巴rof Lilimn x elegrl11s naturally infcctcd with TBV-L， showing color 

br巴aking.

2. Sevcrc distortion of ilower in L. !ormosr!1lum inおctedwith TBV-L. 

3. Necrotic spots in Chenotodium quinoa inoculated with T13V・し

，1. Necrotic spots in Tetragonia e司'tansainoculated with TBV働L.

5. Scvcrc 1110saic in tulip cv. Red Mataclor infectcd with T13V・L.

G. Mosaic in tulip cv. Red Matador infected with TBV-T. 

7. Color breaking of ilower in tulip cv. Renown infcctcd with TBV-L (right) 

日nclilowcr of uninoculated tulip (left). 

8. Color brcaking of ilowc1' in tulip cv. Rcnown infected with 'I、BV-T(ri日ht)

日ndilowcr of uninoculatcd tulip (lcft). 

Platc 11. 

1. Parliclcs of TおV白Lin leaf c1ip prcparation staincd with phosphotllng・statc.

2. Fragmcnts of cyloplasmic inc1usion in leaf clip prcpar日tionf r0111 T. e:ctansa 

inoculatec1 with T13V-L. 

3. Electr・onmicrograph of pa1'tially pur・ificclpreparation of TBV-L stainecl with 

phosphotllngstate. 

4-8. Sero!ogically sp日cificelectron microscopy of T13¥i人Lanc1 T13V-T. Thc viruses 

wcrc incubatecl fo1' 20 min with anti日crllmto T13V倫L，di1uted 1 : lG. ，1) '1、BV昏L

f1・omin[cctcd T. e:Cta刀sa. 5) A mixlu1'c of TBV-L and iris sevcr日 J110日日ic

virus. 6) A mixture o[ T13V-T and cymbidium mos日icvirll日. 7，8) A mix-

lur口 ofTBV-L and TBV-T. 

お日1'S in the photomicrograph詰 r日prescnt300 nm. 
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Plate L 
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Platc II 
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