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おと り植物を利用したジャガイモモップ

ト ップ ウイルスの 土壌診断

中山 尊登* ・員岡哲夫*

〔キーワード〕 ・菌媒介性植物ウイノレス，ジャガイ

モ粉状そうか病菌，おとり植物，逆転写ポリメラー

ゼ連鎖反応一マイクロプレートハイブリダイゼー

ション (RT-PCR-MPH)法，土壌診断

はじめ に

わが国の農業においてジャガイモは重要な基幹

作物である.2004年度の圏内におけるジャガイモ作

付面積は 87，200ha，生産量は水稲に次ぐ 2，288， OOOt 

で，その約 8割が主産地である北海道で生産されて

いる.北海道では他の都府県の一戸当たり約 15倍

(約 20ha)の広大な農耕地で，稲作，畑作，酪農な

どの土地利用型農業が行われており，中でも畑作は

ジャガイモをはじめとして麦類，テンサイ， トウモ

ロコシ，豆類などの作物と 4ないし 5年輪作を行っ

ていることが大きな特徴である.ジャガイモは他の

基幹作物と異なり，種いもから増殖させる栄養体繁

殖性の作物であるため，その生産性の維持のために

は健全(無病)種いもの供給・使用が不可欠であり，

わが国では植物防疫法に基づく健全種いもの増

殖 ・供給体制がとられていることは周知のとおりで

事l皮前

ある.

わが国のジャガイモにはこれまでに 12種類のウ

イルスの発生が報告されている(異岡 2007) .そ

の多くのものがアブラムシにより伝搬されるが，

ジャガイモモップトップウイルス (Potatomop寸op

virus : PMTV)は変形菌類の一種であるジャガイモ

粉状そうか病菌 (Spongosporasubterranea f. sp. 

subterranea・以下，粉状そうか病菌)によって媒介

される土壌伝染性ワイルスである.PMTVはジャガ

イモ塊茎褐色輪紋病(英語名:spraing)の病原ウイ

ルスであり，これに感染すると病名が示す如く，塊

茎表面および内部に褐色の輪紋症状を生じるほか

(図 1)，地上部の黄化， えそ，退緑斑紋，わい化

などの症状が見られることもある.本病は 1966年

にスコットランドで最初に報告されて以降，欧州諸

国，南米，中国，イ スラエル，さらに近年北米で発

生が報告されている.わが国では 1980年に広島県

竹原市で栽培された秋作ジャガイモ(品種・農林 1

号)に発生が確認されたが(井本ら 1986，井本ら

1980) ，その後発生は終息し，以後 25年間に渡り

圏内における発生報告がなかった. しかし 2005年

切断面 清l皮後

図l ジャガイモ塊茎褐色輪紋病の病徴

権病いも(品種 「さやかJ)に認められた病徴(褐色輪紋症状)

本独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究

センター (TakatoNakayama. 丁目suoMaoka) 0369← 5247/08/干500/1論文/JCLS



476 農業および園芸 第 83巻

11月に北海道で収穫された加工用ジャガイモ(品

種:さやか)に褐色輪紋症状を呈しているものが見

出され，権病塊茎から PMTVが検出されたことか

ら， PMTVによるジャガイモ塊茎褐色輪紋病と同定

された(異岡ら 2006b).北海道農業研究センター

では， 北海道大学，独立行政法人種苗管理センター，

北海道立十勝農業試験場と共同で PMTVによる

ジャガイモ塊茎褐色輪紋病の土壌診断法ならびに

防除技術の開発に着手した本稿においてはその研

究における中核である土壌診断法について概説す

る.なお，本研究は 2006(平成 18)年度先端技術

を活用した農林水産研究高度化事業(緊急課題即応

型調査研究) Iジャガイモモ ップトップウイルス多

検体診断法及び防除技術の開発」において実施した

ものである.

1 .おとり植物と RT-PCR-マイ

クロプレートハイブリダイ

ゼーション(M P H )法を組み合

わせた高 感 度 ・ 高精度な PMTV
土壌診断法の確立

土壌が植物ウイルスに汚染されているか否か，あ

るいはその密度を作物の作付前に事前に把握する

ことができれば，その情報は病害の発生の予測ある

いは防除対策の策定に非常に有用なものとなる.た

とえば土壌伝染性のピーマンマイルドモットルウ

イルス (PMMoV)では，土壌から PMMoVを抽出

し，エライザ (ELlSA)法によって土嬢が PMMoV

に汚染されているか否かを判定する方法が報告さ

れている Okegashiraら 2004).この方法によれば，

次作ピーマン作付前に圃場の PMMoVの汚染状況

を知ることができ，品種の選択など事前に対策をと

ることができる しかしながら，菌類伝搬性の

PMTVでは土壌から直接的に検出する方法はこれ

までに報告がない.これは土壌中で PMTVは媒介

菌である粉状そうか病菌の細胞内に保持された状

態で存在していると考えられるため，土壌からウイ

ルス粒子を抽出して，直接的に検出することが困難

であることが要因と思われる.一方，粉状そうか病

菌に関しては，土壌試料を懸濁した水耕培養液中で

おとり植物を一定期間栽培し，土壌中の粉状そうか

病菌をおとり植物根部に捕捉 ・検出する方法が報告

されており (Merz1993) ，近年これを応用した粉

第 4号 (2008年)

状そうか病菌の土壌汚染程度評価法が考案され，土

壌の粉状そうか病菌の感染ポテンシヤルが粉状そ

うか病の発病程度と相闘があることが報告されて

し、る (Nakayamaら 2007) . 

われわれはこの方法が PMTVによる土壌汚染診

断法に応用できると考え，おとり植物の培養条件な

どの種々の検討を行った.その結果，以下に述べる

方法により土壌から PMTVを間接的に検出可能で

あることを明らかにした(中山ら 2006a) すなわ

ち，播種後 3週間程度育成したおとり植物(トマト)

幼苗を，7.K耕培養液を満たした市販のミニトマト

パック (12x 12cm程度，容量約 300mL)に移植し，

18
0

Cで 1週間順化を行った後，パック内の水耕培養

液を土壌試料懸濁液で置き換え，根部を土壌懸濁液

に浸漬した状態で引き続き 9日間培養することによ

り，PMTVを保毒した粉状そうか病菌をおとり植物

根部に捕捉，増殖させる.その後，根の一部を採取

し，そこから抽出した RNAを鋳型として， PMTV 

特異的プライマー (PMTV-1F/4R)を用いた逆転写

ポ リメラーゼ連鎖反応 (ReverseTranscription-

Polymerase Chain Reaction: RT-PCR)を行ニって PMTV

遺伝子を増幅し，増幅産物をアガロースゲル電気泳

動で確認するというものである.しかし本方法では，

同ーの汚染園場から採取した土壌試料であっても，

汚染程度が異なると考えられる位置より採取した

土壌試料間で検出感度にばらつきが認められたた

め，検出感度ならびに検出精度をさらに高める必要

があった.そこで再度 PMTVのゲノム解析を行い，

その解析結果から，増幅効率がより優れた PMTV

検出用プライマー (PMTV-9P/9M)を設計した(畑

谷ら 2006) .また，最終的な PMTVの検出方法と

して PCR一マイクロプレー トハイブリダイゼーショ

ン (MPH)法 (Hatayaら 1994) を採用した.この

方法はマイクロプレートウェル中に固定した

RT-PCR増幅産物に，ジゴキシゲニン (DIG)標識

した特異的検出プローブをハイブ リダイズさせた

後，さらにアルカリフォスファターゼ標識抗

DIG-YgGを結合させ，酵素反応による発色を検出す

ることで増幅産物をより高感度に検出するという

ものである.RT-PCRによる特定領域の増幅に加え，

増幅断片と標識プローブ、のハイブリダイズにより，

2段階で検出特異性を高めていることから，

RT-PCR増幅産物のアガロースゲル電気泳動解析
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図 2 RT-PCR法ならびに RT-PCR-MPH法による
土嬢試料からの PMTV検出結果の比較

RT.PCR法(上段)では増幅産物の検出が不明瞭な試料 3

および 4においても. RT-PCR-MPH法(中段グラフ)で

は明確な陽性反応が得られるため，明瞭に判定すること
ができる

+ 

や ELISA法のような不明瞭な反応がほとんどなく ，

目的の塩基配列を有する増幅産物のみに特異的に

反応させることができるため，高精度な検出が可能

である.これらの改良により RT-PCR法と比較して

125倍の感度で，安定して PMTVを検出することが

トマト苗のコンディショニング

18"C， 7日間

粉状そうか病菌
の捕捉と

PMTVの増殖
18"C， 913問

• 』薗語圏.

可能になった(畑谷ら 2006，図 2) . 

以上のように，おとり植物を用いた粉状そうか病

菌の選択的捕捉と植物体上での PMTVの増殖，そ

して高感度かっ高精度な RT-PCR-MPH法による

PMTVの検出法を組み合わせ，実用的な PMTVの

土壌診断法を確立することができた(中山ら 2006b，

図 3).本方法は PMTVに対する高感度かっ高精度

な検出を最大の特徴とするが，その他にも， a)温室

などの広い実験スペースを必要とせず，人工気象器

中で行うことができる，b)診断に要する期間は，お

とり植物の トマト苗の準備期間(約 3週間)を考慮、

すると約 1カ月強を要するが，おとり植物による捕

捉から RT-PCR-MPH法による検出までに限れば，

最短で 10日で結果を得ることができる，などの特

徴を有する a)に関していえば，粉状そうか病菌の

おとり植物に対する根部感染に影響を及ぼす培養

温度は厳密に制御する必要があるため，人工気象器

中で培養することは必須条件ともいえる.実施にあ

たっての留意点としては，①粉状そうか病菌の捕捉

以降の過程，すなわちおとり植物根部のサンプリン

グ， RNA抽出，さらに RT-PCR-MPH法の実施を考

慮、して，同時に処理する土壌試料数は 20ないし 23

検体程度とすること，②必ず PMTV汚染土壌を陽

性対照として同時に検定を実施し，可能であれば非

RNA抽出

RT-PCR 

マイクロプレート
ハイプリダイゼーション

(MPH) 

図 3 ジャガイモモップトップウイルス土壌診断法の概要
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接種対照、も設定すること ，があげられる.また， b) 

に関していえば，タバコ属植物やアカザ科植物など

を用いた汁液接種法によるウイルス診断の場合，検

定植物の育成に約 2カ月 ，接種後判定までに約 3週

間を要することに比べ，本法の診断に要する期間は

短いといえる.われわれが確立した PMTVの土壌

診断法は「ジャガイモモップトップウイルス土壌汚

染診断法」として特許出願中であり(虞岡ら 2006a)， 

2007年度より 北海道内の農業協同組合，種苗管理セ

ンター，北海道立農業試験場が農業 ・食品産業技術

総合研究機構より実施許諾を得て土壌診断に取り

組んでいる.

2. PMTV土壌診断法の現地圃場

における 実証

発生地圏場周辺における PMTVの分布状況を明

らかにすることは， PMTVの非発生地域への拡散を

防止し，防除対策を構築するために重要である.そ

こでわれわれの開発した PMTV土壌診断法を用い

て，塊茎褐色輪紋病発生圃場を中心に半径約 7Km

の範囲内に位置する 220圃場を対象に PMTV汚染

の有無を調査した.その結果，約 6害IJにあたる 133

圃場から PMTVが検出された(表1) • PMTVが検

出された 133圃場のうち，現時点で塊茎褐色輪紋病

の発生が確認されているのは l圃場のみであること

から，本診断法は塊茎褐色輪紋病の既発生圃場のみ

ならず，未発生の圃場からでも PMTVを検出可能

であることが実証された また，これらの圃場の栽

培履歴をみると ，調査年に、ジャガイモを栽培してい

ない圃場や，最近数年間ジャガイモの栽培歴がない

圃場からも PMTVが検出されていることから，発

生地周辺への PMTVの侵入は少なくとも数年以上

前と考えられた(員岡ら 2007b). 

3. 今後の課題と展望

(l)PMTVの取扱い

植物防疫法にもとづく種馬鈴薯検疫規程では，ア

ブラムシなどの媒介昆虫によって伝搬されるウイ

ルス病全般を想定した検査基準が示されており ，菌

類によって伝搬される土壌伝染性の PMTVの取扱

いは特別に定められていない.PMTVは土壌中では

菌体 (休眠胞子)内に取り込まれた状態で存在して

いると考えられるため，昆虫伝搬性ウイノレスの場合

表 1 PMTV土壌診断法を用いたジャガイモ塊茎
褐色輪紋病発生地周辺農家園場の土壌診断結果

調査圃場数
PMTV検出結果

陽性(%)2) 陰

220 [1J J) 133 (60.5) 87 

1)[カッコ〕内は褐色輪紋病発生圃場数
2)陽性率(%)=陽性圃場数/調査圃場数x100 

と異なり ，媒介者による遠距離の移動の可能性はほ

とんどないと考えられる.しか し一方で，園場が

PMTVに汚染されている場合には，いもなどの生産

物が PMTVに感染している場合はもちろん，感染

していない場合であっても，生産物に付着した土壌

や作業機具さらには作業者の靴などに付着した土

壌によって汚染を拡大させる恐れがあることに留

意する必要がある.

(2)全 国規 模 の 調査

2002年 8月に PMTVの初発生が確認されたアメ

リカ合衆国では，農務省主導でそのわずか 2カ月後

に種いも生産に関わる全 17州で生産された種いも

の調査を行うことを決定し， 州ごとに 3，000個あま

りの種いもを集め調査を行っている.この全国調査

の結果，対象とした 171'i'1のうち PMTVの発生が確

認されたのはメイン州のみであった(Anonymous

2003) しかし，その後のアメリカ，カナダ両国の

調査により ，PMTVはすでに北米に広く分布してい

ることが判明している (Xuら 2004).これに比較

して，わが国では 2005年にわれわれの手によって

北海道内の発生地周辺で調査が行われたにすぎな

い.今後圏内のすべてのジャガイモ生産地域につい

て PMTV汚染調査が必要であると思われるが，土

壌調査を行い PMTV汚染が判明した場合に，地域

全体が被る可能性がある風評被害には十分な注意

を払い，適正な情報伝達を行うことが重要である.

(3)防除 対 策

PMTVの被害拡大を防ぐためには，ジャガイモ生

産圃場における土壌診断を行って汚染状況を適確

に把握する ことが重要である.これに加えて，すで

に汚染されている圃場での防除対策の確立が急務

である.抵抗性品種の利用は有効な耕種的防除技術

と考えられるが， PMTVに対する真性抵抗性を有す

る品種は世界的に見ても報告例がない (Johnson

2002) .筆者らの研究グループにより ，圏内の主要
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ジャガイモ品種 22品種の聞に，塊茎褐色輪紋病に

対する抵抗性に品種間差異が認められることが明

らかにされているが(中 山ら 2007) ，塊茎から

PMTVが検出されない真性抵抗性を示す品種は見

出すことはできなかった(虞岡ら 2007a) .今後，

国内外の遺伝資源も含めて広く抵抗性系統の探索

を行っていくことが必要であるが，同時に，既存品

種の中でも PMTV感染による実害のない品種も存

在することから，品質に優れかつ PMTVの感染は

許しでも病徴を示さず，実害のない品種も現実的な

育種目標として考慮していく必要があるであろう.

現在のところ，塊茎褐色輪紋病に対する有効な直

接的防除手段が存在しないため，粉状そうか病の防

除を行うことが塊茎褐色輪紋病に対する唯一の防

除対策である.PMTVは媒介菌である粉状そうか病

菌が存在しない条件下では3作で消滅するとの報告

もある Uohnson 2002) .筆者らのグノレープでは

PMTVの媒介菌である粉状そうか病菌の防除薬剤

が塊茎褐色輪紋病の発症に及ぼす影響について調

査している u青水ら，2008) .今後r発病抑制効果

が確認され，農薬登録が実現されれば，PMTVの防

除対策に大きな役割を担うことが期待される.

(4)そ の 他

われわれが開発した PMTV土壌診断法では圃場

の PMTVによる汚染程度を定量的に評価すること

はできないが， PMTVによる汚染程度と圃場におけ

る塊茎褐色輪紋病の発病の聞の量的な関係につい

て今後解明が必要である PMTVの感染による褐色

輪紋症状の発症に及ぼす環境要因について，同症状

は通常収穫直後には認められず，低温 (5~ 1 30C)

貯蔵によって発症が顕著になるとされ (Harrisonand 

Jones 1971) ，発症程度は収穫時期，貯蔵温度，貯

蔵期間などに大きく影響されることがこれまでに

明らかにされている (Molgaardand Nielsen 1996) . 

しかしながら，粉状そうか病菌の感染を介した

PMTVの宿主への感染以降の過程，すなわち宿主体

内での移行，増殖と塊茎内でのウイルスの分布，さ

らには褐色輪紋症状の発症メカニズムなどについ

ては未解明の点が多い.今後，科学的知見に基づく

PMTV抵抗性品種の育成のために，これらの発症メ

カニズムやジャガイモ品種の抵抗性に関する基礎

的研究を進め，知見を集積することが重要である.

おわりに

PMTVによるジャガイモ塊茎褐色輪紋病は，日本

国内では 1980年の初発生以来，すでに 28年が経過

しているものの，初発地での発生終息以降，圏内で

の発生がなかったため，その後 2005年までの 25年

間は事実上研究の空白期間で、あった.このため，わ

が国における本病の防除対策研究は緒に就いたば

かりともいえる.しかしながら，本病を国内のジャ

ガイモ産地に蔓延させないためには，適確な土壌診

断による PMTVの発生実態調査が喫緊かっ最重要

の課題であることに疑問の余地はなく，この点にお

いてわれわれの PMTV土壌診断法は大いに貢献す

ることができるものと考えている.
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農界ニュース

老化と窒素流入によるイネの葉での Rubiscoタンパク質合成の変化

lmai， K.， Y. Suzuki， T. Mae and A. Maki no 2008. Changes 

in the synthesis of rubisco in rice leaves in relation 

to senescence and N influx. Annals of Botany 

1601: 135-144 

窒素は植物にとって必須栄養素であるとともに，その供

給量によって収量や乾物生産量が大きく影響されるイネ

では地上部の 70%の窒素が葉身に分配され，葉中窒素の

約 80%を葉緑体にて使用し，光合成機能を助けている.

築中タンパク質の中で最も多いのは Rubiscoであり， C3 

楠物では葉中窒素の 12~35%を占めている . 多くの光合

成関連遺伝子の発現は，展開業で最も高く，逆に老化葉で

は低い.このため光合成関連たんぱく質も展開業で増加す

るのに対し，老化業では積極的に分解され，ほとんど再合

成される ことはない.これまでの研究で，老化葉でたんぱ

く質分解酵素，およびそれをエンコードする遺伝子の発現

が認、められており， Rubiscoタンパク質を再合成する能力

がないことが示唆されている.また，窒素の流入が老化薬

では低下することから，窒素の流入と Rubiscoタンパク質

合成に関連があることも示唆されている.さらに発芽から

老化初期までの窒素の流入， rbcSとrbcLの凶NA(Rubisco

タンパク質の合成に必要なサブユニットをエンコードす

る遺伝子)， Rubiscoタンパク質の合成の三者の関係を調

べたところ，展開築では正の相関が認められたが，老化初

期では rbcSとrbcLの mRNAの減少に比べて Rubiscoタン

パク質の分解の方が速いことが確認、された 本論分では，

さらに老化が進んだ場合での rbcS と rbcLの mRNAと

Rubiscoタンパク質合成との関係を検証した.加えて本論

文では，窒素の流入が上がれば老化薬でも Rubiscoタンパ

ク質が再合成されるか，とし、う仮説を“除去処理"にて検

証している.

本実験は水耕栽培で生育したノ トヒカリ を用いて，第 8

葉の新出が確認されてから 15Nによる処理を 48時間行っ

た後，lmMと4mMの2段階窒素処理を行った.第 8葉の完

全展開日を老化初期，その後 8日後を老化中期， 16日後を

老化末期と定義し，それぞれの時期に新しい水耕液へと移

植し，2日おきに第 8業をサンプリングした “除去処理"

では第 8業完全展開から 16日後に， 主茎の第 8葉を除く

すべての築と分げつを取り除き， 4mMの窒素条件化で生育

を続け，22日後まで 2日おきに第 8葉をサンプリングした

水耕I夜が新しくなるごとに，それぞれの窒素条件化にお

いて rbcSとrbcL両方の mRNAの増加が確認され，その増

加具合は4mM窒素条件化と除去処理条件化にて lmM窒素条

件化より有意に高かった.窒素の流入量と Rubiscoタンパ

ク質の合成は老化が進むにつれて減少が確認されたのに

対し， mRNAの憎加盆は 4mM窒素条件化では，どの葉齢で

も rbcS，rbcLともにほとんど変わらなかった.このこと

は，老化が進むにつれて rbcSとrbcLの mRNAの翻訳効率

が徐々に落ちることを意味しているこの翻訳効率は最も

窒素流入が大きかった除去処理条件化に最も高い値を示

したことから，窒素の流入量と関係があることが示唆され

た.今後は，どの翻訳段階が窒素流入と関係があるのか明

確にすることが必要である

除去処理条件化にて葉当たりの総窒素量が，非除去処理

条件化に比べ増加し，これに伴い，葉当たりの総 Rubisco

タンパク質量と葉緑体盆の噌加も確認された.このことか

ら，老化葉にも窒素の流入量が上がれば， Rubiscoタンパ

ク質を合成する潜在能力が存在することが示された.

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

倉井友寛)
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