
  
  アイリスイエロースポットウイルス(IYSV)によるニラえそ

条斑病(新称)の発生

  誌名 日本植物病理學會報 = Annals of the Phytopathological Society of Japan
ISSN 00319473
著者名 福田,充

中山,喜一
本田,要八郎

発行元 日本植物病理學會
巻/号 73巻4号
掲載ページ p. 311-313
発行年月 2007年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



日植病報 73: 311-313 (2007) 
]pn.]. Phytopathol. 73: 311-313 (2007) 病害短信

アイリスイエロースポ ットウイルス(IySV) による

ニラえそ条斑病(新称)の発生

福田 充 1*・中山 喜一 l・本田要八郎2

ABSTRACT 

FUKUDA， T.h， NAKAYAMA， K.1 and HONDA， y.2 (2007). Necrotic streak disease of Chinese chive caused by lris yellow spot virus 

(IYSV). ]pn. J. Phytopathol. 73: 311-313. 

1n 2005， a new disease of Chinese chive (Allium tuberosum) with chlorotic spots and whitish necrotic streaks on leaves was found in 
Tochigi Prefecture. The isolated virus was identified as lris yellow spot virus (町SV)by RT-PCR. Chinese chive plants developed the 

same chlorotic spots followed by necrotic streaks only on inoculated leaves after transmission tests with IYSV-acquired onion thrips 

(ThriPs ωbaci). The virus isolated仕omthe necrotic streak is similar to IYSV NL仕omDutch iris in the Netherlands. This is the first 

report on IYSV仕omChinese chive， and we propose the name “necrotic streak disease" of Chinese chive. 

(ReceivedJanuary 5， 2007; Accepted April9， 2007) 
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2005年，栃木県中南部のニラ CAlliumtuberosum)栽培地

域において，葉身に退緑斑やえそ条斑を伴う病害が発生した

(Fig. 1A) .被害圃場ではニラ株から大量のネギアザミウ 7

(Thrips tabaci)が捕獲されたことから， 既報のネギアザミウ

マ媒介性のア イリスイエロースポッ トウイルス CIrisyelloω 

spotvirus: IYSV) (土井ら，2∞3;奥田ら， 2∞5;善ら，2∞5)の

関連が推察された.これらの病斑部位からウイルスを分離 ・

同定した結果， IYSVによるニラの新病害であることが確認

されたので報告する なお，本報告の一部は平成 18年度日

本植物病理学会大会で発表した(福田ら， 2006). 

病徴 初期病徴は葉身に小型の退緑斑を生じ (Fig.1B)，後

に黄白色の小型のえそ斑点や大型のえそ条斑を呈した (Fig.

1C) 本症状は善ら (2005)が報告しているタマネギえそ条

斑病の症状に類似した.

ニラ擢病葉からのRT-PCRによる IYSV検出 圃場で採集

したニラ擢病葉から全 RNAをRNeasyPlant Mini Kit (Qiagen 

製)を用いて抽出し， SuperSαipt First-s回 ndSynthesis System 

(invitrogen製)を用いて逆転写後，既報の塩基配列を基にし

てN遺伝子領域を増幅するように設計した IYSVに特異的な

プライ 7 ー (IYSVN5および IYS3T)(土井ら， 2003;奥田ら，

2005)を用いて RT-PCRした結果，権病葉から約 0.9kbpの

IYSVに特異的な cDNAの増幅が認められた

病原ウイルスの分離，ネギアザミウマ伝搬試験による病徴

の再現と病原ウイルスの再確認および病株の部位別ウイル

ス検定 ニラ権病株のえそ斑点症状を呈した葉を 0.1Mリン

酸緩衝液 (pH7.0)で磨砕した粗汁液をベチュニア (Petunia

hybriba)に接種し，接種葉の局部病斑から単一局部病斑分離

を行い，Nicotiana benthamianaで増殖させ，分離株MK-01を

得た.それを 0.1Mリン酸緩衝液 (pH7.0， 0.1%メルカプト

エタノール加用)で磨砕しカーボラ ンダム法によりニラ品種

‘スーノfーグリーンベル ト' に接種した接種株は人工気象器

(270C)内で 30日開発病経過を観察したが，接種葉および新

葉ともに病徴は見られなかった

次に， IYSVのネギアザミウマ伝搬による病徴を再現する

ために，MK・01株を感染させたトルコギキョウ (Eustoma

grandijlorum)葉に村井 (2002)の方法により無毒のネギア

ザミウマ幼虫を放飼し 2日間獲得吸汁させた後，催芽ソラマ

メで成虫まで飼育し，次いで健全なニラ実生苗‘スーパーグ

リーンベルト" 10株に 1株当たり 10頭の成虫を 7日間接種

吸汁させた後，殺虫剤(ニテンピラム粒剤)で駆除した.接

I栃木県農業試験場(干320-0002栃木県宇都宮市瓦谷町1080) Tochigi Prefectural Agricultural Experiment Station， Kawaraya-cho， 

Utsunomiya， Tochigi 320-0002， ]apan 

2 (株)武蔵野種苗園(干354-0045埼玉県入間郡三芳町上富974) Musashino Seed Co.， Ltd.， 974 Kamitomi， Saitama 354-0045， ]apan 
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Fig. 1. Symptoms on chinese chive plants infected with lris yellow spot virusαYSV). 

A. chlorotic spot and streaks on naturally infected leaf (arrow). B. Early symptoms with small chlorotic spots on naturally infected 

leaves. C. Late symptoms with necrotic spots and necrotic streaks on naturally infected leaves. D. Reappearance of small chlorotic 

spots on inoculated leaf (arrows) after tramsmission by IYSV-acquired onion thrips (Thr争stabaci). 

Table 1. Symptoms and detection of lris yellow spot virus (IYSV)仕omleaves and bulbs of Chinese chive plants after transmission by onion 

thrips (Thrips tabaci) 

Detection site of IYSV.) 
Viruliferous onion thrips Nonviruliferous onion thrips 

Incidenceb) 

Inoculated leaves 

Newly grown leaves 

Bulbs 

3/10 

0/10 

0/10 

RT-PCRC
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0/10 
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a) Allium tuberosum cv. Super Green Belt was tested. 

b) Number of plants with symptoms/Number of plants inoculated by onion thrips. 

c) RT-PCR: Reverse transcriptase-polymerase chain reaction. Number of IYSV-detected plants/Number of plants inoculated by onion 

thrips. 

種 1か月後，供試した 10株中 3株で接種葉に原病徴と同様

な退緑斑 (その後，えそ条斑化)が再現されたが (Fig.ID)，

新葉および鱗茎には症状は認められなかった (Table1) .病

斑部を切り出し，上述と同条件下で RT-PCRした結果，約

0.9 kbpのIYSVに特異的な cDNAの増幅が認められたが，新

薬および鱗茎からは確認されなかった (Table1) .対照とし

た無毒ネギアザ ミウマを用いて同様にニラ実生苗3株に接種

した場合，ネギアザミウマによる食害痕は見られるものの，

いずれの部位にも病徴は認められず， RT-PCRでも IYSVに

特異的な増幅は確認されなかった (Table1) .また，現地で

採集した IYSV羅病ニラ 13株 (6品種:スーパーグリー ンベ

ルト，グリー ンロード，ワ ンダーグリ ーンベル ト， タフボー

イ， パワフルグリー ンベルト ニコニコ太郎)を経時的に調

査したところ，刈り取り後に展開した新薬ではいずれも病徴

は認められず， RT-PCRでも IYSVは検出されなかった.

ニラ分離株の塩基配列解析 上述のネギアザ ミウ マによ

るIYSV接種株の病斑部から得られた cDNAをクローニング

後，塩基配列を決定した.本ニラ分離株 MK-Ol (Accession 

No. AB286063)を既報の IYSV分離株と比較した結果，オ ラ

ンダで分離された IYSVNL (Cortes， 1998)やアルス トロ メリ
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ア分離株 CbAlsD1(奥田ら， 2005) と塩基配列でそれぞれ

96.1%， 99.2%，推定アミノ酸配列で 97.4%， 100%の高い相

向性が認められた.

今回の試験結果から， IYSVはニラでは接種葉の病斑部に

局在している可能性が示唆された.しかし，アルス トロ メリ

ア (Alstroemeriasp.) では IYSVは全身感染するが，地下茎

から出芽した新芽に移行した場合には，病徴を示さないが，

これはウイルス濃度がRT-PCRでは検出できないほど低いた

めと推察されている(奥田ら， 2005)，これらについては，ニ

ラにおいても今後検討したい.

以上から，栃木県でニラに発生した退緑斑，えそ斑点およ

びえそ条斑症状は IYSVの感染によることが明らかとなっ

た.ニラでの IYSVによる病害発生は報告ないため，ニラえ

そ条斑病と呼称することを提案する.
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