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饂
テンサイそう根病の多様性と抵抗性

玉田哲男

（元岡山大学資源生物科学研究所）

1. テンサイそう根病

近年の地球環境の変動と高度の集約農業は、土壌生

態系のバランスを崩し、土壌病害を多発させる原因と

なっている。とくに土壌中で生息する Po]ymyxa属（原

生生物界）や Olpidil1lll属（菌界）で媒介される植物ウ

イルス病は、病原が土壌中に長期間生存し、的確な防

除法がないことから、世界的に発生が拡大し、農業上

重要な問題となっている。テンサイそう根病

(rhizomania) は、その代表的なウイルス病である。

そう根病の病原ウイルス Beetnecrotic yellow vein 

virus (BNYVV; ビートえそ性葉脈黄化ウイルス）は、

Polymyxa betaeによって伝搬される (Tamadaand Baba 

1973; Tamada 2002)。ウイルスに感染したテンサイの

根では、細根が異常に増加し、そう生し、地上部は黄

化する。黄化したテンサイの収量は著しく減少するが、

外観健全のようでもウイルスに感染した根では根中糖

分の低下がみられる。

本病は 1950年代にイタリアの北部ポー河流域に発

生したのが最初とされている (Canova1959)。1964年

に北海道で発生が確認され、 1973年にウイルス病であ

ることが証明された (Tamadaand Baba 1973)。国別

に初めて発生が確認された年とその後の発生状況を表

1に示す。 1970年代には旧ユーゴスラビア、ギリシャ、

フランス、ドイツ、チェコ、スロバキア、オーストリ

ア、ルーマニア、ソ連、ウクライナ、中国、 1980年代

にはハンガリー、オランダ、ベルギー、スイス、ブル

ガリア、米国、英国、 トルコ、スペイン、 1990年代以

降、イラン、スウェーデン、シリア、デンマーク、ポ

ーランド、エジプト、イラン、モロッコなどの各国に

発生が確認されている (Asher1993 ; Tamada 1999 ; 

McGrann et al. 2009)。

このように、本病は近年世界中のテンサイ栽培地域

に急速に発生が拡大しており、テンサイ栽培の最も重

要な病害として注目されている (Asher1993; Tamada 

1999; Rush 2003)。ウイルスを保有した P.betaeは土

壌中で長期間生存でき、さらに耕種的、化学的防除は

困難である。そう根病を持ち込まない予防対策が重要

であるが、汚染された地域における防除は、完全に抵

抗性品種の栽培に依存している。そのため、欧米では

抵抗性品種の開発が精力的に行われ、多くの栽培地帯

では抵抗性品種が導入されている。しかしながら、最

近、欧米では抵抗性品種が罹病化する現象がみられ、

深刻な問題となっている (Liuet al. 2005; Rush et al. 

2006)。

2. 病原ウイルス (BNYVV) の多様性

(1) BNYVV遺伝子の特徴

BNYVVは Benyvirus属のタイプ種である (Tamada

1999)。ウイルス粒子は、棒状で 21kDaの外被タンパ

ク質 (CP)とプラス鎖 RNAからなる。粒子の幅は 20run、

長さは 60-390nmで、粒子の長さは RNAのサイズに対

応する。ウイルス RNAは5種の分節ゲノムからなり、

ゲノムの総数は 15,947塩基で、サイズの大きい順に

RNAlから RNA5と名付けられている（図 1、Richardsand 

Tamada 1992)。各 RNAの5'末端はキャップ構造によ

ってブロップされており、 3'端はポリ A鎖である。

つまり各ゲノムは真核細胞系の mRNAと同じ構造をし

ている。

RNAlには 1個の長い ORF(読み枠）が存在し、 237kDa 

のタンパク質がコードされている。ウイルス自身のも

つプロテアーゼによって 2種のタンパク質に加工され

る。 RNA複製のためのすべての情報が含まれている。

RNA2には、 6個の ORFが存在する。 CP(21kDa)とそ

の読み過ごしタンパク質 (75kDa)、 トリプルジーン

ブロックタンパク質 (TGB)およびシステイン豊富なタ

ンパク質 (14kDa)がコードされている。 CPとその読

み過ごしタンパク質はウイルス粒子の形成と媒介生物

による伝搬性、 TGBはウイルスの細胞間移行、 14kDa 

タンパク質は RNAサイレンシング抑制機能（病原性の

強化）に関与している。

RNA3, RNA4および RNA5は、いずれもウイルスの感

染に必要でなく、これらの RNAの複製、増殖、粒子形

成は、 RNAlとRNA2に依存する。 RNA3、RNA4およびRNA5

には、それぞれ 25kDa (p25)、31kDa(p31)および 26

kDa (p26)のタンパク質がコードされている (Richards

and Tamada 1992; Tamada 1999)0 RNA3はそう根病の

発現に必須であり、後述するように注目すべき重要な

遺伝子である。 RNA4は伝搬性を助長させる機能をもっ

が、我々はこの遺伝子が根特異的にサイレンシングを

抑制する機能を持つことを明らかにしている (Rahim

et al. 2007) a RNA5は RNA3と同様、病原性に関与し

ているが、すべてのウイルス株に含まれているのでは

ない。
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図 1. Bl¥'YVVのゲノム梢造 (Tarnada 1999) 

m=メチルトランスフェラーゼ； Hel=ヘリカーゼ； Pro=プロテアーゼ；

RdRp =R.~A依存脳Aポ リメ ラーゼ； GP=外被タンパク質；

RT=CP読過ごしタンパク質； TGB= トリプルジーンプロック（移行タンパク質）；

Cys=システイ ン豊宮タ ンバク質(RNAサイ レンシング抑制） ； N=N遺伝子

(2) BNYVV系統の由来と伝搬経路

BNYVVは、1950年代にイタリアで発見され、 1964

年に日本、1970年代以降ヨーロ ッパを中心に世界各地

に拡大した （表 1、Asher1993; Tamada 1999; McGrann 

et al. 2009)。私たちは、 BNYVVゲノムの多様性から

ウイルスの由来、伝搬経路を知るため、世界各地から

集めた BNYVV分離株 (73分離株）の RNA2-CP、

RNA3-p25、RNA4-p31および RNA5-p26遺伝子の解析

を行った（図 1参照； Chiba et al. 2011)。

その結果、 CPは2つのグループ (A型と B型） (Kruse 

et al. 1994; Saito et al 1996)、RNA3-p25は3つのグルー

プ、 RNA4-p31は4つのグループにそれぞれ分けられ

た。このうち RNA3-p25の3つのグループは、さらに

8つのサブグループ（クラスター）に分けられた。こ

れらのクラスターは地理的にかなり限定されていたた

め、それぞれのクラスターを類似系統とみなし、最初

に発生が確認された地名を系統名に当てた （図 2; 表

2) 

表1. そう根病が初めて発見された年とその後の発生状況

年 国（地域）

1952 イタリア (Venice,Padova, Rovigo, じdine,Ferrara; 1964, 中央イタリア； 1979, 南イクリア）
1965 日本（北海道， 十勝、帯広）

1971 旧ユーゴスラピア (Srem;1978,Banato, Backa,Pomoravlje,Slavonija,Baranja) 

1972 ギリシア (Thessaly,Yannouli; 1976,Zante) 

1973 フランス (Erstein,Alsace; 1977,Paris basin, Seine-et Maarne, Loiret; 1979,Cote-dOr) 
1974 ドイツ（フランクフル ト近くのHesseの南部；1978, RhineからLudwigschafen-Mannheim)

1978 チェコ、スロバキア、中国（内蒙古、バオトウ）
1979 オーストリア (DanubeValley)、 ルーマニア、ロシア、ウクライナ、カザクスタ ン
1982 ハンガリー

1983米国 (Carifornia;1987, Texas; 1992, Michigan; 1992-1991, Colorado, Idaho, Kebraska, Wyoming) 
プルガリア，オランダ，スイス (Seeland,Chietres, 1¥net) 

1984 ベルギー
1987 英国 (EastAnglia), トルコ
1988 スペイン
1996 イラン (Fars)

1997 スエーデン

1998 シリア
2000 デンマーク

2002 ポーラン ド
2003 エジプ ト
2005 モロッ コ

Asher (1993), Tamada (1999), McGrann et al. (2009)に基づいて作成
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図2.祖先型BNYVV集団とその混合感染から由来したウイルス系統
(Chiba et al. (2011)より改変して作成）

表2.RNA3-p25逍伝子を基に分類されたBNYVV系統とその地理的分布

祖先型 BNYW系統 CP型 RNA5の存在 地理的分布

A-II Japan-D A ＋ 北海道（道南）

A-II France-P A ＋ フランス、カザフスタン、英国、イラン

A-II China-B A T ， 中国、ドイツ

A-ll Japan-0 AorB ＋ 北海道（全道）

A-I China-H Aor B ＋ 中国、英国

(Japan-T) A 北海道（網走）

A-III Italy A ヨーロッパ、中東、米国

B China-X A ＋ 中国

B Ge叩 any B ドイツ、フランス、ベルギー、スイス、チェコ、

オーストリア

Chiba et al. (2011)のFig.3Aに基づいて作成

カッコ内のJapan-T系統はChina-H系統に含まれる

私たちは、 BNYVVの分子系統樹解析から BNYVV

系統は、少なくとも 4つの先祖型ウイルス集団(A-I、

A-II、A-IIおよび B)とそれらの混合感染から由来した

と推定した (Chibaet al 2011)。図2に示すよ うに、

先祖型の BNYVVは5種の RNAを含み、最初 A型と B

型ウイルスに分岐し、 A 型はさらに 3つのサブタイプ

(A-I、A-IIおよびA-III)に分岐したと思われる。RNA5

はA型ウイルスの集団に存在し、 B型ウイルスに分岐

する時点で RNA5フリーになったと推定される。各

BNYVV系統の具体的な発生地域と伝搬経路は下記の

通りである (Chibaet al 2011)。

(1) Italy系統（図 2;表 2)は、 RNA5フリーの A-III

群に属し、 1950年代にイタリア北部で発生したのが最

初である。その後、約 30年間にヨーロッパ各地、東欧、

中東の トルコ、イラン、米国に拡大した (Schirmeret 

a 1. 2005; Koenig et al. 2008)。しかし、中国、日

本での発生は確認されていなし。

(2)Germany系統は RNA5フリーで B群に由来し（図
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2; 表 2)、1970年代当初、 ドイツの Hesseとフラン

スの Alsaceの限られた地域に発生したが、その後、 ド

イツ全士とフランス北部に拡大した (Schirmeret a 1. 

2005)。最近では、近隣のベルギー、オーストリア、

チェコ、スイスなどに発生が拡大している (Koeniget 

al. 2008)。

(3) A-II群には、 4つの BNYVV系統 (Japan-D(伊

達）、 France-P(Pithiviers)、China-B(Bautou)、Japan

-0 (帯広））が含まれる（図 2 ; 表 2)。いずれも

RNA5を含む。日本産分離株は、 1960年代に発生が確

認されており、 Japan-D系統は道南地方、 Japan-0系

統は全道に分布している (Miyaniashiet al. 1999)。

China-Bは、中国のパオトウとハルピンから分離された

(Li et al. 2008)が、最近分離されたドイツ産 OWl株

(Koenig et al. 2008)は、この China-B系統に含まれる。

France-Pは、 1977年フランスのパリ近郊のヒ°ッツビア

ー地方で発生が確認されたのが最初で(Koenigand 

Lennefors 2000)、その後フランスで拡大している。 1979

年、カザフスタン、最近では英国 (Wardet al.2007)、

イランでも分離されている。

(4) A-I群に属する China-H(Hohhot) (図 2;表2)

は、中国に広く分布しているようである。日本から分

離された Japan-T(津別）は、この系統に含まれる。最

近英国から分離された UK-FF株 (Wardet al.2007)は、

この系統に属する。

(5) B群に由来する China-X(Xingjiang)系統（図 2

；表 2) は、中国の新彊自治区、甘粛省、寧夏自治区

などの北西部から分離された。この系統は、 p25遺伝

子が B型に近いため、 B群由来としたが、 CPは A型

である。

BNYVVの分子系統樹解析及び地理的解析から、私

たちは BNYVVの起源は、ヨーロッパや中東ではなく、

東アジアであると推定した。 4つの祖先型ウイルス集

団とそれから分岐したウイルス系統は、テンサイが栽

培されるかなり以前に、東アジアのある地域に自生す

る寄主に感染し、存続し、進化し、テンサイの栽培に

伴って、それぞれ違った時期に、違った場所でテンサ

イに感染したのではないかと推定している (Chibaet al. 

2011)。中国や日本産分離株では、過去に先祖型の A

型と B型の集団の間で混合感染がおこり、ゲノム間で

相互交換が起きたことである（図 2)。例えば、 China-H

系統には、A型の CPとB型の CPをもつ分離株がある。

同様に Japan-0分離株には、まれに B型 CPをもつもの

が含まれている。 China-X系統は、 RNA3-p25遺伝子は

B型由来であるのに対して、 CPはA型由来である。こ

のようなゲノムの相互交換は、 BNYVVが栽培テンサ

イに感染するかなり以前に起きていたと推定される。

BNYVVとその媒介生物P.betaeの寄主範囲は比較的狭

く、アカザ科（現在の APG植物分類体系によるとアカ

ザ科はヒユ科に含められている）に限られている

(Tamada 2002)が、原寄主はまだ特定されいない。ウイ

ルスとその媒介者は共進化してきたと推定している

が、原寄主の種類とその地理的分布は、 BNYVVや類

似のウイルス(Benyvirus属）の起源と進化を知る上でも

今後の興味深い課題である。

テンサイは 19世紀初頭、ヨーロッパで開発され、 20

世紀にヨーロッパを中心に北半球の冷涼地帯の主要作

物として発展した。日本では、 1988年に北海道で初め

て試作され、本格的に栽培されたのは、 1920年頃から

である (Winner1993)。董(1989)によると、中国では、

1909年頃黒竜江省のハルピン近郊で試作されたのが最

初である。 1930年代に黒竜江省と吉林省の鉄道沿線で

栽培されたが、テンサイの発展は微々たるものであっ

たという。 1950年代の初めに、北西部の内蒙古や新彊

自治区でテンサイの試作に成功し、 1956年以降パオト

ウ、フフホト，タートンに製糖工場が完工するに従っ

て、テンサイの栽培は東北部から西部に広がった。 1960

年代に寧夏、廿粛、新彊など北西部に拡大、 1970年前

後にはテンサイ栽培は南にも広がり、栽培面積は一気

に黄河流域と准河流域に拡大した。この時期には、揚

子江流域とその高冷山地および南中国にもテンサイが

試作されたという（董 1989)。

日本におけるそう根病について、神沢・宇井(1972)

は、 1964年に大型ポットに繰り返し栽培したテンサイ

にみられたのが最初の発生と記載し、原因が究明され

た後、 1970年には疑わしいものも含めて北海道 43ヵ

町村、 595haに発生が認められたと報告している。中国

での最初の発見は、 1978年でポウトウである (Gaoet al 

1983)。1980年代には黄河流域のテンサイ栽培畑に発

生が急激に拡大し、遠く離れた新張自治区、黒竜江省

でも発生が確認されている。このようにテンサイの栽

培歴史から推測すると、日本では少なくとも 1960年代

かそれ以前、中国には 1970年代かまたはそれ以前に

BNYVVは原寄主から栽培テンサイに感染し、急速な

勢いで拡大したと思われる。

(3)抵抗性を打破するウイルス変異株の出現

2002年、カリフォルニア州 ImperialValley地区で、

Rzl抵抗性品種が罹病化する現象がみられた (Liuet 

al. 2005; Rush et al. 2006)。米国で初めてそう根

病の発生が確認されたのは、 1983年カリフォルニア州

である。その後 1987年にテキサス州、 1992年にミシ

ガン州、 1992-1994年にコロラド，アイダホ、ネブラ

スカ，ワイオミングの各州で発生が認められた（表 1

; Rush 2003)。ウイルスが持ち込まれた正確な時期と

場所は明らかでないが、おそらくヨーロッパ経由で入
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ってきたと考えられている。私たちが 4種の US産分離

株を調べた結果、ウイルスはすべてイタリア系統に属

し、 p25タンパク質の 68番目のアミノ酸はカリフォル

ニア産分離株はリジン (L)、テキサスとミネソタ産分

離株はシステイン (C)であった (Chibaet al. 2011)。

us産株の分離株には、さらに 67番目のアデニン (A)

がバリン (V)に変化した p25をもつウイルス株も多く

検出されており (Lieand Lewellen, 2007)、このアミ

ノ酸置換が抵抗性品種の罹病化に関与している可能性

が示唆されている (Acosta-Lealet al. 2008, 2010; 

Koenig et al. 2009)。

私たちは、抵抗性を打破するウイルスの出現機構を

調べるため、世界各地から採取した BNYVV分離株から

p25のアミノ酸残基の異なる代表株を選び、 P. betae 

を用いて感受性品種「モノミドリ」と Rzlをもつ抵抗

性品種「シュベルト」に接種を行った (Chibaet al. 

2011)。接種された植物はキャビネット内で 1ヵ月育成

し、その後温室に移植し、 2-3か月間病徴を観察し

た。地上部に現れた黄化、萎縮の程度と、根のそう根

症状の程度を指標として抵抗性の強弱を判定した。そ

の結果の一部を表 3に示す。 RNA5を持たないウイルス

分離株で比較すると、全ての分離株は感受性品種に対

して強い症状を示した。それに対して、抵抗性品種の

ウイルス症状はウイルス分離株で異なり、 011, S113, 

T41, GW、SLP2およびHUA5の6分離株は無病徴、 SLNl,

IP7および USTHは軽い症状、 SPCはそれらより明らか

に強い、中程度の症状を示した。これらの結果またそ

の他の逆遺伝学手法を用いた分子解析から、私たちは

p25の67番目のアデニン (A)からバリン(V)への変化

が Rzl抵抗性の打破に強く関与していることを証明し

た。また、 68番目のリジン(L)、ヒスチジン(H)、シス

テイン (C)、グルタミン(Q)への変化も Rzl抵抗性の

打破に関与していることを示した（表 3; Chiba et al. 

2011)。以上から病原性を左右するウイルス変異株を

区別するため、表 3に示すように 68番目（または 67

番目と 68番目）のアミノ酸記号を変異株名として記し

た。

なお、 RNA5をもつウイルス分離株は、 RNA5フリーの

株より感受性品種により激しい症状を示したが、抵抗

性品種「シュベルト」には、分離株によって異なり、

無病徴または軽い症状を示した(Chibaet al. 2011)。

3. そう根病に対する抵抗性の育種

(1) BNYVVに対する抵抗性

そう根病に対する抵抗性の品種比較試験は、 1958年

イタリアのパドアとベニスの発病畑で初めて実施され

た (Biancardiet al. 2002)。褐斑病抵抗性の Alba

系統が抵抗性を持つことが見いだされ（表 4)、1966年

に本格的に抵抗性育種が始まったとされている

(Biancardi et al. 2002; De Biaggi et al. 2011)。

基本的には発病畑における病徴の程度、減収、糖量、

根重、純度に基づいて抵抗性の評価が行われた。欧州

の各育種会社は、 Alba系統を育種母材として単胚種子

「Monodoro(Hilleshog)」、「Ritomo (Maribo)」、「Dora

(KWS)」などの抵抗性品種を育成した (Biancardiet al. 

2002)。当初、このような品種は、発病の激しい畑で

は4-5t/haの収量が得られたのに対して、一般の感

受性品種は 1t/ha程度であったという。これらの抵抗

性品種は、抽台や他の病害に弱い欠点を持っていたた

め、さらに改良が加えられ、また接種試験や ELISA検

定も導入して、 1985年に「Rizor(SES-Italy)」が育

成された (Asher1993; Biancardi et al. 2002; De 

Biaggi et al. 2011)。上記品種と比較して、発病畑で

も8t/haの糖分収量が得られている。この品種は、そ

う根病の発生していない畑では感受性優良品種と比べ

て10%程度の減収を示したが、安定した抵抗性を示す

ため、 1980年代後半からヨーロッパ各地の発生地域に

広く栽培された (Asher1993)。例えば、 「Rizor」は

1990年にはフランスで 15,500ha、ドイツで 40,000ha、

イタリアで 15,000ha栽培された。またイタリアでは

1989年に抵抗性品種「Turbo」が 45,000ha栽培された。

一方、米国では、 1984年から USDA研究所（サリナ

ス）が抵抗性育種に着手し、 Holly Sugarの育成系統

の中にそう根病抵抗性を示す遺伝資源があることをみ

つけた (Lewellenet al. 1987)。 Holly源由来の抵

抗性は、 「Rizor」より高く、単純優性遺伝し、 Rzlと

命名された（表4 ; Lewellenet al. 1987; Scholten et 

al. 1996)。Rzl遺伝子は、高い遺伝特性を持つため、

現在そう根病抵抗性品種の育成プログラムの中で広く

利用されている (Scholtenand Lange 2000; Rush et 

al. 2006)。しかし、汚染程度の高いほ場では十分な経

済的な効果が期待できない場合があることも指摘され

ている。 Biancardiet al (2002)は、そう根病抵抗性品

種の起源について詳細に調査し、 RizorとHollyの抵

抗性は、いずれも Alba(B. vulgaris ssp. maritima) 

から由来していると報告している（表4)。Holly源

と Rizor源の抵抗性が同じ遺伝子座にあることは、

SCARマーカーによっても示された (Barzenet al. 

1997)。

さらに、USDAサリナスの研究グループは、B.vulgaris 

ssp. maritima遺伝資源の中に様々な抵抗性を示す系

統が存在していることをみつけている (Lewellenet 

al. 1987)。とくにデンマーク起源の WB42は、 「Holly」

より高いレベルの抵抗性を有し (Paulet al. 1993)、

その抵抗性の機構は「Holly」の機構とは異なるとされ、

Rz2と命名された (Scholten et al. 1994; 1999)。
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RzlとRz2の遺伝的距離は 20cM(Scholten et al. 1999) 

または 35cM(Amiri et al. 2003)と算出された。 Gidner

et al. (2005)は、 WB42と同じ起源である WB41から抵

抗性遺伝子 Rz3を同定し、 RzlとRz3は第3染色体に

座位し、その距離は 5cM以内であると算出した。 WB41

と WB42はデンマークから同じ時期に採取されている

ことから、多分同じ遺伝子と考えられる。 Grimmeret 

al. (2007)は、 AFLP, SNP, RAPDマーカーを組み合わせ

て、 QTL解析を行い、 R36系統から新規抵抗性遺伝子

Rz4を同定した。この R36系統は、約 60のB.vulgaris 

ssp.maritimaとテンサイとの交配によって得られた一

つの系統C50に由来する (Lewellenand Whitney 1993)。

さらに彼らは、 WB258アクセッションから新規抵抗性

遺伝子 Rz5を同定し、この Rz5は、 Rzl,Rz4と同じア

レルであると報告している（表 4; Grimmer et 

al. 2008)。Leinet al. (2007)は、第3染色体に集積

している 4個の抵抗性遺伝子群 (RGAs: resistance 

gene analogues) をマーカーとして解析した結果、 BAC

マーカーは 2つのグループに分けられ、 BNYVV抵抗性

遺伝子(Rzl, Rz2, Rz3, Rz4および Rz5)は，第 3染色

体上の二つの異なるローカスに存在することを示し

た。一つは Rzl、Rz4、Rz5で、他は Rz2と Rz3である。

RGAs群とは、様々な病害に対する抵抗性関与遺伝子が、

ある特定の染色体の一部に集積して存在している遺伝

子群のことで、抵抗性遺伝子の特徴は基本的に

NBS-LRRsの共通構造をもつ。このように、同定された

5種のそう根病の抵抗性遺伝子がすべて、 RGAsに含ま

れていることは大変興味深い。

上記のようにマッピングされた抵抗性遺伝子以外に

も、R04、WB151、WB169、WB258(すべて B.vulugaris ssp. 

maritima)の中には、抵抗性レベルの異なる種々の個体

が存在し、同じような抵抗性は、 Betacorolliflora、

Beta intermedia、Betamacrorhiza、Betalomatogona 

などにも存在するらしい(Pavliet al. 20116)。

(2)宿主の抵抗性に関与する BNYVV遺伝子

一般に抵抗性品種・系統では根におけるウイルスの

蓄積レベルが感受性品種のそれよりも低く、結果とし

てウイルスに対するダメージが少ないことから、それ

を指標として抵抗性が評価されているが、根における

ウイルス抵抗性の機構についてはほとんどわかってい

ない。

私たちは、抵抗性に関与するウイルスサイドの遺伝

子を特定するため、 BNYVV野性株および p25欠失変異

株を抵抗性の異なるテンサイ品種に接種を行った。そ

の結果、野生株接種の抵抗性品種には、病徴が現れず、

根のウイルス量も低く、感受性品種と比べて RNA3の増

殖が著しく抑制された。それに対して、 p25欠失変異

株は、感受性、抵抗性いずれの品種に対しても病徴を

示さず、根におけるウイルス量に大きな品種間差はな

かった。すなわち、 RNA3-p25がそう根症状に関与する

ばかりでなく、抵抗性品種の根におけるウイルスの増

殖抑制にも関与していることを報告した (Tamadaet 

al. 1999)。

この現象は、汁液接種によって葉に現れた表現型か

らも実証することができた。 BNYVV野生株をテンサイ

の葉に汁液接種すると、感受性品種（モノミドリ）で

は、黄色斑を生じ、抵抗性品種 (Rizor)ではエシ斑点

を生ずる (Tamada2007)。判別宿主 B. vulgaris ssp. 

maritima MRI、MR2を選抜し、詳細に解析したところ、

感受性反応と抵抗性反応は BNYVVに存在する p25遺伝

子によって左右され、しかも p25の特定のアミノ酸残

基が抵抗性反応のキーファクターとなっていることが

わかった (Chibaet al. 2008)。具体的な実験例を示

すと、p25タンパク質の 68番目がフェニルアラニン(F)

であるウイルス分離株をベースに Fをチロシン(Y)、ヒ

スチジン(H)、システイン(C)およびアラニン(A)に置換

した変異株を作製して、抵抗性の異なる植物に汁液接

種した。その結果、 B. vulgaris ssp. maritima MRI 

では 68番目が Fであるウイルスが抵抗性反応を示し、

他の変異株はすべて感受性反応を示した。それに対し

て、 B. vulgaris ssp. maritima MR2では、 68番目が

F、Yおよび Hのウイルスが抵抗性反応を示し、 Cおよ

び Aは感受性反応を示した。抵抗性反応を示した接種

葉では、ウイルスとウイルス RNAの蓄積は著しく抑制

された。すなわち、 p25の 68番目のアミノ酸残基が

BNYVVに対する抵抗性の品種特異性決定に重要な役割

を果たしていると結論された (Chibaet al. 2008)。

RNA3-p25は、感受性の植物では黄色斑形成を誘導し、

抵抗性の植物では抵抗性誘導因子（エリシター）とし

て機能することが明らかにされた。このような地上部

の葉における抵抗性反応と地下部の根における抵抗性

反応が必ずしも一致しないケースが見られ、根ではま

た異なったメカニズムが想定される。しかしながら、

前述したように p25のアミノ酸変異によって抵抗性品

種が罹病化する現象は、根における抵抗性の発現に p25

遺伝子が深く関わっていることを強く示唆するもので

ある。ウイルス遺伝子と根における発病、抵抗性の機

構は今後の興味ある課題である。

(3)媒介生物 Polymyxahetaeに対する抵抗性

テンサイの栽培種の中には、媒介生物 P.betaeに対

する抵抗性は認められていない。しかし、 Procumbentes

と Corollinaeセクションに属する野生種、 Beta

patellaris, Beta procumbens, Beta・webbianaなどは

P. betaeに対して強い抵抗性を示す (Asher1993; Barr 



てん菜研究会報 52 : 31 (2011) 

テンサイそう根病の多様性と抵抗性

et al. 1995)。このような野生種は、 BNYVVに対して

も強い抵抗性示す。 P. betaeをこれらの野生種の根に

接種すると、遊走子は根に感染し、侵入することがで

きる。しかし遊走子のうや変形体は観察されず、休眠

胞子は形成されない。このように P.betaeの初期の観

察の特徴である変形体が見えないことは、 P. betaeの

抵抗性は、遊走子が細胞内に侵入後のごく初期の段階

で起きていることを示唆している (Barret al. 1995)。

一般に栽培種と野生種との交配非親和性のため、従来

育種を通じてこの抵抗性を栽培種に導入することはき

わめて困難である。

英国の Asheret al. (2009)は、 P. betaeに対して

抵抗性をもつ B. vulgaris ssp. maritimaラインを選

抜し、 BNYVV抵抗性 Rzl遺伝子をもつテンサイと交配

し、 QTL解析を行った。その結果、 P.betae抵抗性は第

4染色体と第 9染色体に存在していた。このグループ

は、選抜の効率化を図るため、 P. betaeのグルタチオ

ンSタンパク質に対する抗体を作成し、 P. betaeを特

異 的に検出する方法を開発している

(Mutasa-Gottgenes et al. 2000)。このように、そ

う根病の抵抗性のレベルをより高めるためには、 BNYVV

と媒介生物の両方の抵抗性をもつ品種がより効果的で

あるとの考えのもとに研究が行われている。

4. 遺伝子組換え植物の BNYVV抵抗性

(1) BNYVV遺伝子を用いた場合の抵抗性

ウイルス病抵抗性品種を開発するための手法とし

て、病原菌由来抵抗性 (Pathogen-derivedresistance) と

よばれる DNA組換え技術が期待されている。ウイルス

遺伝子や塩基配列の一部を導入して得られる植物の抵

抗性には、タンパク質と RNAレベルで作用する 2つの

タイプがある (Baulcombe1996)。前者は、抵抗性の

程度と導入遺伝子のタンパク質の検出レベルが相関関

係にある。後者の RNAレベルで作用する抵抗性は、導

入遺伝子のmRNAの蓄積量と抵抗性との間に相関関係

がなく、塩基配列特異的であり、転写後ジーンサイレ

ンシング (RNAサイレンシング）と呼ばれている。

BNYVVについて、 Kallerhoffet al. (1990)はCP遺伝

子（図 1参照）を導入したテンサイを初めて作成し、

プロトプラストレベルで抵抗性を示したと報告した。

さらに、 Ehlerset al. (1991)はテンサイの毛状根に CP遺

伝子を導入、 CP発現個体を得ているが、ウイルス抵抗

性についての報告はない。その後、 CP遺伝子を導入し

たテンサイが抵抗性を示したとの報告がいくつかある

が、そのメカニズムについては解析されていない

(Mannerlof et al.1996; Scholten and Lange 2000)。一方、

CP遺伝子以外では、 Lauberet al. (2001)は、移行タン

パク質遺伝子 (TGB、図 1) の一部を導入したテンサ

イは強い抵抗性を示し、この抵抗性はタンパク質レベ

ルで作用したと報告した。

私たちは、 BNYVVのCP読過ごし領域(54kDa-RTD、

図1参照）に注目して、その領域を N.benthamianaに

導入した。その結果、強度抵抗性（ウイルスに免疫）を

示す植物と回復性（ウイルス接種直後は感受性である

が、その後抵抗性を獲得する現象）を示す植物が高頻

度で得られた (Andikaet al. 2005)。導入遺伝子のコピー

数、 トランスジーン転写産物の蓄積量、 トランスジ一

ンのメチル化のレベルから、 54kDa-RTDの導入により

得られた植物の強度抵抗性は RNAサイレンシングで

おこり、回復現象はウイルス感染によってトランスジ

ーンがサイレンシングされたためにおこると結論して

いる (Andikaet al. 2005)。さらに、この遺伝子をテンサ

イに導入したところ同じように抵抗性を示した。しか

し、 CPのみを導入した植物では、 mRNAの蓄積に関係

なく、そのような強度抵抗性植物や回復性植物は得ら

れなかった。さらに本実験から、植物の根は葉と比べ

て RNAサイレンシング活性のレベルが常に低いこと

を見つけている (Andikaet al. 2005)。そのため、

54kDa-RTD形質転換植物は、菓に対する接種でほぼ完

全に抵抗性であっても、根に対してウイルスを接種す

ると、ウイルスが感染し、ある程度ウイルスが増殖し

た。しかし、根においても RNAサイレンシングが発動

しているため、ウイルスの増殖が抑制され、抵抗性を

示すことが証明された。

Lennefors et al. (2006)は、サイレンシングによる抵抗

性を確かめるため、 BNYVV複製酵素関与遺伝子の一

部 (0.4kbのinvertedcDNA断片）を dsRNAとして発

現できるように構築し、テンサイに導入した。発病畑

と温室で検定した結果、 B型ウイルスに対しては、

dsRNA発現植物は対照に用いた抵抗性テンサイと同程

度またはそれ以下のウイルス蓄積レベルであった。同

レベルの抵抗性は A 型ウイルスに対しても得られた

が、 P型ウイルスに対しては、交配によって得られた

強抵抗性植物 (C48X Holly) よりもウイルスの蓄積レ

ベルは低かったという。 Pavliet al. (2010)は、 BNYVV

の複製酵素関与遺伝子から 3つの異なる断片 (456bp、

589bp、824bp) をヘアヒ゜ン構築し、 Agrobacerium

rhizogenesを用いてテンサイの毛状根に導入した。ウイ

ルス汁液を根に機械的接種し、根と葉のウイルス量を

ELISA法で調べた結果、形質転換植物は非形質転換体

と比べて、ウイルス蓄積レベルが低く、ウイルスに耐

性を示したと報告した。彼らは、 A.rhizogenesによる毛

状根の形質転換体のメリットを述べている。

(2) BNYVV以外の遺伝子を用いた場合の抵抗性

ウイルス以外の遺伝子を用いたトランスジェニック
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植物の抵抗性について二つの例を紹介したい。最初は

Pecker et al.(1997)による研究で、彼らは、 BNYVV-CP

およびRNA3にコードされている p25タンパク質に特

異的な short-chain抗体遺伝子の断片 (scFv) を N

benthamianaに導入し、ウイルスに対する抵抗性性を調

べた。その結果、 BNYVV-CP特異的 scFv発現植物は、

機械的接種また P.betae接種に対して初期感染のみウ

イルスの増殖が対照の植物と比べて低かった。

二つ目は、 Pseudomonassyringae pv phaseolicolaの

herZ遺伝子を導入した植物が BNYV¥「に対して抵抗性

を示したという興味深い研究である (Pavliet al.201 la)。

Herpin遺伝子によって作られるタンパク質は、病原性

細菌の細胞外分泌機構を司るタイプ III分泌機構

(T3SS)成分の一つであり、植物に抵抗性反応を誘導

する信号物質（エリシター）を直接生産する機能をもつ。

彼らは、SP/HrpZpsphの遺伝子を構築し、N benthamiana 

に導入した。 SP/HrpZpsph発現植物は、 TO、Tl世代

いずれも対照と比べて生長率が高く、生育が旺盛であ

った。 SP/HrpZpsphを発現する植物は、 BNYVVに対し

て高い抵抗性を示した。 Tl世代にウイルスを機械的接

種したところ、大部分 (84.4%) は、完全に無病徴、

残り 15.6%の植物は、対照と比べて少なくとも 2週間

の病徴出現の遅れがみられた。また、興味深いことに、

発現植物の接種葉には、接種後 3-4日後に壊死斑点

が生じた。対照の HarpZpsph植物は抵抗性を示さなか

ったという。これらの結果から、彼らは、 harpinの細

胞内分泌機構が BNYVVに対する宿主の抵抗反応にも

関与しているのではないかと推論している。さらに

SP/HrpZタンパク質がテンサイの根で発現するよう

A. rhizogenesを用いて形質転換したところ、トランスジ

ェニック毛状根は、 BNYVVに対して高いレベルの抵

抗性を示した。すなわち、ウイルス量は低く、病徴は

現れなかったが、それに対して、非形質転換植物は、

対照の植物と同じようにウイルスの蓄積量が高く、病

徴が現れた。抵抗性の機構は明らかでないが、これら

の結果はharpinが植物の広い範囲の病原菌に対する抵

抗性反応に関与している可能性を示唆している。彼ら

は、そう根病抵抗性を高めることとは別に、

SP/HrpZpsph発現植物は、対照の非形質転換植物と比べ

生長がきわめて旺盛であることにも注目し、もしテン

サイがバイオエタノールや関連産物の原料として利用

する場合、 SP/HrpZpsphの形質転換手法は、最終的にバ

イオマス生産を高めるための有効な戦略ではないかと

述べている。

5. 結論

(1) 1950年代イタリアで最初に発見された BNYVVは、

この半世紀の間に世界各地のテンサイ栽培地帯に拡大

した。テンサイ栽培上の重要病害の一つとして認識さ

れ、防除対策が強く求められている。

(2) BNYVVゲノムは、 4-5種類の RNA種からなり、そ

のゲノム構造はきわめてユニークである。 RNAlとRNA2

は、複製、増殖、移行、粒子形成、伝搬性など基本的

機能を持つのに対して、 RNA3, RNA4および RNA5はウ

イルスの生存と存続に必要である。とくに RNA3のコー

ドする p25タンパク質は、テンサイの根のそう根症状

の発現に不可欠であり、この病徴発現因子 p25は宿主

の抵抗性反応にも関与している。

(3) BNYVVには、地理的に限定された少なくとも 8

つの系統群が存在する。これら 8系統の各々は4つの

祖先型ウイルス集団単独またはそれらの混合感染から

由来し、これらはテンサイが栽培されるかなり以前に

東アジアに存在していたと推定される。日本には 3系

統(Japan-0, Japan-D, China,....H(Japan-T))が確認され

ている。

(4) 2000年代に米国では Rzl抵抗性品種が罹病化す

る現象がみられ、注目された。 BNYVVRNA3-p25タンパ

ク質の 68番目のアミノ酸置換と 67番目のアデニン(A)

からバリン (V)へのアミノ酸置換が Rzl抵抗性品種の

罹病化に深く関与していることがわかった。

(5)抵抗性品種の開発研究は 1960年代にイタリアで

始まり、 1985年には抵抗性品種「Rizor」が開発され、

ヨーロッパを中心に広く栽培された。その後、「Rizor」

と同じ起源をもつHolly源由来の抵抗性遺伝子Rzlは、

高い遺伝特性を持つことから、そう根病抵抗性品種の

育成プログラムの中に広く利用されている。

(6) B. vulgaris ssp. maritima遺伝資源の中に様々

な抵抗性を示す系統が存在している。 Rzlに加えて、

Rz2、 Rz3、 Rz4および Rz5の4個の抵抗性造伝子が

同定されている。 5個の BNYVV抵抗性遺伝子は，抵抗

性遺伝子群 (RGAs) が集積する第 3染色体上の 2つの

異なる座位に存在していることが確認された。

(7) RNAサイレンシングによって強度抵抗性テンサ

イの作成に成功している。また、病原性細菌の細胞外

分泌機構に関与する遺伝子導入植物が BNYVVに対し

て抵抗性であるという例が示された。

(8) そう根病対策には、抵抗性品種の利用は不可欠

である。より強度の抵抗性品種を開発するためには、

宿主由来の抵抗性遺伝子の探索、利用は不可欠である。

さら媒介生物 P.betaeに対する抵抗性遺伝子の探索も

視野に入れておく必要がある。 RNAサイレンシングを

利用した抵抗性など遺伝子組換え技術も有効な武器で

あり、併せて各種病害に対するマルチ抵抗性をもった

テンサイの開発が今後の魅力的な研究課題である。
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1. Introduction 

Rhizomania of sugar beet was first recorded in Italy 

during the early 1950s, but the causal virus was not 

identified until the 1970s, although the soil-inhabiting 

plasmodiophorid Polymyxa betae was found to be 

associated with the disease. In 1970, a rod-shaped virus 

that named Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) 

was isolated as a causal agent of rhizomania in Japan. 

From 1971 to 1990, it was observed in an increasing 

number of countries, from central and southern Europe to 

eastern and northern Europe and Middle East Asia. It 

was found in Sweden in 1997 and in Denmark in 2000. It 

was first found in Japan in 1965, in China in 1978 and in 

the USA in 1983. Thus, rhizomania is now one of the 

most important sugar beet diseases worldwide. 

In nature, BNYVV infects sugar beet, fodder beet, Swiss 

chard and spinach. Symptoms are_ characterized by root 

stunting and proliferation of lateral rootless on the main 

taproots. These typical root symptoms give rise to the 

name "rhizomania". In early and severe infection, the 

plants are yellowed, stunted, wilted and eventually died. 

In this condition, the bright yellow color followed by 

necrosis along veins (giving the virus name "necrotic 

yellow vein") is rarely seen. This symptom only results 

from movement of virus to leaves. Severe infection leads 

to a reduction in root yield of 50% or more, and the sugar 

content is greatly decreased. 

2. Molecular biology of Beet necrotic yellow vein virus 

The genome of BNYVV consists of five plus-stranded 

RNA components, RNAl to RNA5. All five viral RNAs 

have cap structures at their 5'-termini and terminate in a 

3'-poly(A) tail. RNAl and RNA2 have "housekeeping 

genes" involved in replication, assembly and cell-to-cell 

movement, whereas RNA3, RNA4 and RNA5 are 

associated with symptom development and 

vector-mediated infection of sugar beet roots. RNAl 

contains a single ORF encoding p237 protein which 

contains all the information needed for replication of the 

virus genome. RNA2 consists of six ORFs. The 

5'-proximal ORF encodes the coat protein. The p75 

readthrough protein of the coat protein is a minor 

component of virions and is required for virus assembly 

and vector transmission. The central portion of RNA2 

contains the triple gene block genes that are involved in 

cell-to-cell movement. The 3'-proximal ORF of RNA2 

encodes a cystein-rich p 14 protein which functions 

silencing suppressor. RNA3 encodes the p25 protein that 

is responsible for rhizomania symptoms, and RNA4 

encodes the p31 protein that is required for efficient 

vector transmission 皿d root specific silencing 

suppressor. RNA5, encoding the p26 protein,・is 

associated with the severity of symptom expression in 

roots. 

3.Genetic Diversity of Beet necrotic yellow vein virus 

No serological differences were found among BNYVV 

isolates. However, BNYVV isolates were classified into 

two common groups of A-type and B-type, and further 

one group of the existence of the RNA5 molecule. 

RNA5-containing BNYVV isolated from the Pithiviers 

areas in France was first called the P type, but it was 

more closely related to the A type. The A-type virus is 

distributed more worldwide, while the B-type virus is 

found in Germany, France, the UK, Sweden, Japan and 

China. The RNA5-containing virus isolates are found in 

the limited small areas of France and the UK, but are 

widely found in Asia (Japan and China) and to be 

associated with A-or B-type virus. RNA5-containeing 

virus isolates show a much stronger virulence than 

RNA5-lacking virus isolates. Recently, severe symptoms 

have been found in RzJ-resistant cultivars in some areas 

of the USA and Europe, indicating the emergence of 

resistance-breaking BNYVV variants. There were 

sequence variations in the RNA3-encoded p25 protein, in 

which a tetrad amino acid sequence was identified as a 

variable region. Recently, the evolutionary history of 

BNYVV that has been spreading worldwide is 

summarized as follows: (i) Several subpopulations that 

had diverged from at least four original types of 

populations and their m訳edinfections were evolving in 

native hosts in East Asia long before sugar beet 

cultivation, (ii) more recently (perhaps for the last half 

century), BNYVV sources with diverse origins from 
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native hosts have introduced infection to cultivated sugar 

beet plants in different areas during different periods and 

have spreadmg extensively, (iii) in areas growing 

resistant cultivars, strong selection pressure was imposed 

on the p25 gene, and as a consequence, RB variants were 

generated by single amino acid changes in p25, and (iv) 

newly generated virus variants are more advantageous in 

resistant sugar beet cultivars than previous virus isolates, 

but these variants probably coexist as quasispecies in the 

field. 

4. Genetic resistance to rhizomania 

The screening tests for resistance to rhizomania began in 

northern Italy in the mid-1960s. The first sugar beet lines 

showing partial resistance to rhizomania were derived 

from material with resistance to the Cercospora leaf spot 

pathogen. The first variety Rizor with a high level of 

resistance was developed in 1985 and grown in infested 

areas in Europe and other countries in the early 1990s. 

Other collections were tested in the USA during the 

1980s, and the sugar beet accession Holly and the wild 

beet Beta vulgaris subsp. maritima accessions WB42 and 

WB41, which originate from Denmark, were found to 

display higher levels of resistance to BNYVV. The Holly 

source contains a major dominant gene Rzl, which has 

been widely exploited in most of the current cultivars. 

The resistance in the accession WB42 was more 

effective than that in Holly, and was thought to be 

controlled by a different mechanism: therefore, the 

resistance genes in WB42 and WB41 were named Rz2 

and Rz3, respectively. In addition, the Rz4 and Rz5 genes 

were identified from the R36 and WB258 sources, 

respectively. These resistant genes have been mapped at 

two distinct loci on chromosome III, in which the first 

locus was represented by alleles Rzl, Rz4 and Rz5 and 

the second by alleles Rz2 and Rz3. In general, the 

resistance of sugar beet cultivars is due to a restriction of 

virus multiplication and translocation in the roots. 

Aside from such virus resistance, although resistance to 

the vector P. betae is not found in cultivated sugar beets, 

strong resistance to the vector is observed in species of 

the section Procumbentes (Beta patellaris and Beta 

procumbens) and section Corollianae (Beta 

corolliflora) . These wild beet species also show strong 

resistance to. BNYVV. However, gene transferring 

through conventional breeding methods is not possible, 

due to the incompatibility between these wild beets and 

sugar beets. 

For pathogen-derived transgenic resistance to BNYVV, 

several reports were of concern to transformation with 

the coat protein gene, the triple gene block movement 

protein, the coat protein readthrough region and the 

replicase gene. It was particularly noticed that transgenic 

sugar beet plants expressing dsRNA-mediated resistance 

showed a high level of resistance to vector root 

inoculation with BNYVV. 

5. Conclusions and the perspectives 

Rhizomania was thought to be one of the endemic (local) 

diseases in the past, but as it is now the disease has been 

spread worldwide, causing a serious loss in the sugar 

beet industry. Since the discovery of BNYVV, great 

progress was made in understating the biology and 

molecular biology of BNYVV. Thus, BNYVV RNAl 

and RNA2 play as the housekeeping genes, in which 

basic infection process such as replication, assembly and 

cell-to-cell movement is comparable to that of other 

RNA viruses. However, BNYVV is very different and 

unique from other viruses in having two or three satellite 

like-RNA species such as RNA3, RNA4 and RNA5, 

which play important roles in disease development and 

virus survival. This novel evidence is quite interesting in 

further understanding the origin and evolutions of viral 

functional genes. 

Genetic resistance is the most promising approach to 

control the disease, and therefore, various degrees of 

resistance genes have been identified and analyzed. The 

Rzl gene has been widely exploited in most of the 

CUlTent cultivars, but it is encountering the emergence of 

resistance-breaking virus strains, which are clearly 

associated with variation of the RNA3-encoded p25 

protein. Indeed, the p25 protein plays a key role in 

symptom induction, although the RNA5-encoded p26 

also involves as a minor factor. Interactions between 

such pathogenicity-related viral proteins and the 

involving host factor(s) should be studied for gaining an 

understanding of molecular mechanisms underlying 

disease development and resistance. Finally, a new 

approach of breeding for combined virus and vector 

resistance by conventional and, if required, transgenic 

methods will be needed for control of rhizomania. 
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