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植物ウイルスの感染細胞内に見られるパイロプラズム(viroplasm) 

の比較的電顕観察

山下修_ 1*・土居養二 1・Kitajima，E. w.2 

ABSTRACT 

YAMASHITA， S.h， DOI， y.1 and KITA]IMA， E. W2 (2008). Comparative electron microscopic observation of viroplasms induced by 

plant viruses. Jpn. J. Phytopathol. 74: 97-109. 

Viroplasms (Vps) are considered the assembly sites of virus particles associated with virus multiplication in host cells. The intracellu-

lar Vps of 37 viruses containing classified and unclassified plant viruses were observed with electron microscopy and compared. Vps 

were generally amorphous or spherical， electron-dense or -lucent， granular/fibrillar/striated structures. These profiles differed among 

viruses or virus groups. In Caulimoviridae， viruses of Caulimovirus (4 viruses)， Petuvirus (PVCV) and Soymovirus (SbCMV) induced 
similar Vps in the cytoplasm， but their profiles differed. Phytoreovirus (RDV) and Fijivirus (RBSDV) in Reoviridae induced different 
cytoplasmic Vps. Viruses ofAlphacryptovirus (RYEV) inPartitiviridae and Waikavirus (RTSV=RWV) in Sequiviridae were localized in 
the phloem cells， and induced cytoplasmic Vps. RTSV also induced specific vesicles containing nucleic acid-like strands associated 

with the Vps， suggesting a relationship with genome replication of the virus. Tospovirus (TSV¥司 MYSV)of Bunyaviridae induced 
cytoplasmic Vps， and seemed to occur where the ER membrane was budding around the Vps. Very few particles of MYSV were found. 

In Rhabdoviridae， Nucleorhabovirus (8 viruses) induced nuclear Vps and seemed to bud at the nuclear inner membrane， whereas 
Cytorhabovirus (6 viruses) induced cytoplasmic Vps， and seemed to bud at the ER membrane. In unclassified viruses， small， non-

enveloped bacilliform viruses were grouped into the nuclear and cytoplasmic types based on multiplication profiles. Virus particles 

seemed to mature at the nuclear inner membrane in the nuclear types (5 viruses)， and at the ER membrane in the cytoplasmic types 

(5 viruses). Rod-shaped BuMoV仕omJapan induced electron dense-cytoplasmic Vps in many cells. 

(ReceivedJuly 2，2007， Accepted November 7， 2007) 
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緒百

ウイルス感染細胞内に誘導される特異的な構造体は封入

体と称され， 電顕的にはウイルス粒子の集合体， 細胞基質 ・

細胞内小器官の変成，ウイルス粒子の合成の場など様々であ

る (Martelliand Russo， 1977a) . ウイルス粒子の産生の場と

される封入体はパイロプラズム (viroplasm:Vp)と呼ばれ，

ウイルスゲノム核酸と構造タンパク質が会合する領域と推

定されている ウイルスの細胞内所在様式あるいは封入体の

誘導などの解明はウイルスの検診 ・同定，分類などにおいて

重要である (Fauquetet al.， 2005). 

Vpを誘導する植物ウイルス群(科 ・属)は比較的に限定さ

れている.即ち， 2本鎖RNAウイルス群のRe，ω M仰 (Bocαrdo

and Milne， 1984; Francki and Boccardo， 1983; Shikata， 1969， 

1977)， 1本鎖 RNAネガティーブ鎖ウイルス群で被膜を有

する梓菌状の Rhabdoviridae(J ackson et al.， 2005; Martelli and 

Russo， 1977a， b; Peters， 1981) および被膜を有する大型球状

のBunyaviridae(Goldbach and Peters， 1996)ならびに 2本鎖

DNAウイルス群で大型球状の Caulimoviridae(Francki et al.， 

1985; Hull， 1984; Sphepherd， 1977， 1981)のウイルスなどであ

る.虫媒伝搬性で虫体内増殖するウイルスは植物体内と同様

に媒介虫体内でも Vpを生じるとされる (H釘 ris，1979; Shikata， 

1979; Ullrnan et al.， 1992).一方，著者らは小球状ウイルスのRice

tungro spherical virus (= Rice waika virus，イネわい化ウイルス)

1東京大学大学院農学生命科学研究科 (干113-8657東京都文京区弥生 1-1-1) Graduate School of Agricultural and Life Sciences， The 

University ofTokyo， Yayoi 1-1-1， Bunkyo-ku， Tokyo 113剖 57，]apan

2 Departmento de Entomologia， Fitopatologia e Zooligia Agrcola， Escola Superior de Agricultura“Luiz de QueirozぺUniversidadeSao Paulo， 

Caixa Postal 9， 13418-900 Piracicaba， Sp， Brazil 

本 Correspondingauthor (E-mail: ashui@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp) 



98 日本植物病理学会報第 74巻 第2号 平 成 20年 5月

(Sequiviridae) (Yamashita et al.， 1977)およびRadishyellow edge 

virus ダイコ ン葉縁黄化ウイルス) (Partitiviridae) (夏秋 ら，

1979)でも Vpを見出した.なお，未分類ウイルスでも Vp誘

導が知られ，これらには本邦の梓状の Burdockmottle virus 

(ゴボウ斑紋ウイルス)(Inouye， 1973)および被膜を欠く短梓

菌状の Orchidfleck virus (ランえそ斑紋ウイルス)(Chang et 

al.， 1976; Doi et al.， 1977)などがある.後者では類似ウイルス

がブラジルなど南米で多数見出されており，それらの一部は

ヒメハダニ類 (Brevitaltusspp.) で永続的伝搬され，それら

は細胞内増殖様式でRhabdoviridaeと同様に核増殖型と細胞

質増殖型に類別されるという (Chagas，1980; Kitajima et al.， 

1972，1997，2003). 

Vpに関する従来の研究は断片的であり ，統一的に比較観

察した報告はない.著者らはこれまでに本邦に存在する植物

ウイルスを中心に 200種以上を電顕的に調べ，また Vpを誘

導するウイルスも多数扱ってきた.本報告は日本およびブラ

ジルの 6科 10属 24種と未分類 13種ウイルスの Vpについて

電顕的に観察し，ウイルスの細胞内増殖様式を解明するとと

もに体系的なウイルスの同定 ・分類の一助を得ょうとするも

のである. これらの研究の一部は既に報告(山下， 2006;山

下ら，1982， 2005)してきたが，ここに改めて探究して比較

的に取り纏めた.

材料および方法

本研究に供試したウイルスは Table1に示した 37種で，そ

れらの分類的所属，収集地は表の通りである.多くは本邦の

各地で独自に採集あるいは一部分譲された.野外発生株が主

であるが，一部は接種感染させて供試した.未分類の被膜を

欠く短梓菌状ウイルスの多くは著者がブラジノレでの在外研

究時 (2003)に調べた.

各材料については通常，ダイレクトネガティブ染色 (DN)

法で電顕観察後に超薄切片用の試料とした.即ち，ウイルス

感染植物の葉を約 1x 10 mmのサイズに切り出し， 2 ~ 4% 

グルタールアルデヒド (GA)(0.1 M リン酸緩衝液， pH 7.0 

で調整)で 3~ 6 時間，前固定し，十分な同緩衝液で洗浄後，

さらに 1%OS04 で 1 ~ 3 時間，本固定した その後，エタ

ノール脱水し，常法でエポキシ樹脂あるいはスパ一樹脂に包

埋，重合し，ウルト ラミク ロームで超薄切片を作製し，酢酸

ウランおよびクエン酸鉛で電子染色して電顕(日立:HU-12， 

H-800，日本電子・ ]EOL-1200EX，ー1010)観察した.

結果

供試各種ウイルスについて，組織 ・細胞内所在様式，内部

病変などとともに Vpの特性などを電顕で精査したー以下，

これらの結果をウイルス分類群ごとに示す.

1. Caulimoviridaeウイルス

植物の 2本鎖 DNAゲノムを有する ωulimoviridaeは径約

50nmの大型球状群と梓菌状群に大別され，前者は viroplasm

(Vp)を誘導するとされる.本研究ではわが国で知られてい

る前者の 3属 6種について調べたー

Caulimovirusでは本属のタイプ種のカリフラワーモザイク

ウイルス (Caulijlowermosaic virus: CaMV) ，ダリアモザイク

ウイルス CDahliamosaic virus: DMV) ，カーネーションエ ッチ

ドリングウイルス (Carnationetched ring virus: CERV) .オダ

マキえそモザイクウイルス (Aquilegianecrotic mosaic vIrus: 

ANMV) (李ら.1983)を供試した. 4種ウイルスとも非局在

性で各種細胞の細胞質に球形~不定形で電子密度の高い頼

粒状の封入体を誘導した 基質に富む細胞質に生じた初期の

封入体では周囲にリボソームを付随した組面小胞体が増生

し，タンパク質合成の向上が示唆された 誘導初期の封入体

は球形で小さく ，ウイルス粒子を伴わないものも多く認めら

れた.封入体は発達するにつれて肥大あるいは相互に融合し

て大型化すると思われた封入体の内部には電子密度の低い

空隙も観察された.ウイルス粒子の産生は最初，封入体の表

面で始まり ，その後，内部へと進行すると思われた.これら

の一連の所見から，各ウイルスの封入体はウイルス粒子を産

生する場とされる Vpと推定された ANMVでは核内にもウ

イルス粒子の集塊が多く観察されたが，これらは CERVと類

似した (Figs.1， 2) .核内の CERVについては既に報告 (Lawson

and Civerolo， 1977; Lawson and Hearon， 1973)されている.

Petuvirusでは本属のタイ プ種である べチュニア葉脈透化

ウイルス (Petuniavein clearing virus: PVCV)はドイツで発見

(Lesemann and Casp町 1973)され，次いで本邦(加納ら.1980) 

で見出された.今日，本ウイルスのゲノムは宿主染色体に組

み込まれてプロウイノレス化すると推定されている. PVCVも

非局在性で，各種細胞の細胞質内に高電子密度の Vpと思わ

れる封入体を誘導し， ウイルス粒子はこの Vpに付随して観

察された (Figs.3， 4). Vpの概要は上記の Cauliomovirusと類

似した.本ウイルヘは種子伝染し プロウイルス化するとされ

るが，これまでのところ核内でのウイルス粒子は観察されて

いない.

SOy1旬ovzrusはわが国の愛知県で見出されたダイズ退緑斑

紋ウイルス (Soybeanchlorotic motlle virus: SbCMV) (I waki et al. ， 

1984)をタイプ種とする.本ウイルスも非局在性で各種細胞

の細胞質内に Vpを誘導し，その形態，構造は上記の 2属と

類似 した初期の Vpは高電子密度，頼粒状で，形状は球形

~楕円形であったが，ウイルス粒子の産生が進行するとその

電子密度は低下し，不定形化し，頼粒状構造は粗となった
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Table 1. Viroplasm-inducing viruses used in this study 

1axnomic group 

F"amily Genus 

Cau/imoviridae Caulimovirus 

Petuvirus 

Soymovirus 

Reoviridae Phytoreovi仰 S

Fijivirus 

Partitiviridae AIPhacηIptovirus 

Sequiviridae 陥 ikavirus

Bunyaviridae Tospωlrω 

Virus 

Caulijloωグ 押IOsaicvirus (CaMV) 
Carnation etched ring virus (CERV) 

Dahlia mosaic virus (DMV) 

Aquilegia necrotic mosaic virus (ANMV) 

Petunia vein clearing virtω(PVCV) 

Soybean chlorotic mottle virus (SbCMV) 

Rice dWa1グvirus(RDV) 

Rice black-streaked dwaてfvirus (RBSDV) 
Radish yellow edge virus (RYEV) 

Rice tungro spherical virus (RTSV) 
(Rice waika virus， R'"パT)

Tomato spotted wiU virus (TSWV) 

Melon yellow spot virus (MYSV) 

Rhabdoviridae Nucleorhabdovirus Butterbur rhabdovirus (BuRV) 

Unclassified 

Elder vein clearing virus (EVCV) 

Euonymus mosaic virus (EuoMV) 

Gloriosa fleck virus (G1FV) 

Lotus streak virus (LoSV) 

Tomato vein clearing virus (TVCV) 

Salvia rhabdovirus (SaRV) 

Wasabi rhabdovirus仰aRV)。torhabdovirus Corn chlorotic vein banding virus (CCVBV) 

(Brazilian maize mosaic virus ， BMMV) 

Broad bean yellow vein virus (BBYVV) 

Burdock rhabdovirus (BurRV) 

Carrot rhabdovirus (CRV) 

Northern cereal mosaic virus (NCMV) 

Non-enveloped small bacilliform 

Nuclear-type Citrus leprosis virus (CLV) 

Co妊巴eringspot virus (CoRSV) 

Clerodendron chlorotic spot virus (CCSV) 

Hibiscus chlorotic spot virus (HCSV) 

Orchid fleck virus (OFV) 

Piper bacilliform virus (PBV) 

Cytoplasm-type Citrus leprosis virus (CLV) 

Hibiscus grモenspot virus (HGSV) 

Passion fruit green spot virus (PGSV) 

Salvia green spot virus (SGSV) 

Solanum violaefolium ringspot virus (SvRV) 

Rod-shaped Burせockmottle virus (BuMoV) 

*: From Dr. Kameya-Iwaki， **: From Brazil 

されていない.

Location 

Tokyo， Saitama， Kanagawa 

Chiba 

Tokyo， Chiba， Saitama 
Tokyo 

Tokyo 

Aichi*l 

Tokyo， Saitama， Miyazaki 

Tokyo， Chiba， Saitama 

Tokyo， Chiba， Aichi 
Miyazaki， Fukuoka 

Chiba 

Shizuoka 

Tokyo， Saitama， Chiba， Kanagawa 

Tokyo， Chiba 

Tokyo， Chiba， Saitama， Knagawa， Shizuoka 

Chiba 

Okayama 

Tokyo 

Sao Paulo**l 

Shizuoka 

Sao Paulo**l 

Chiba， Ibaraki 

Chiba 

Chiba 

Hokkaido 

Sao Paulo**l 

Sao Paulo**l 

Sao Paulo料 )

Sao Paulo**l 

Tokyo， Chiba， Saitama， Sao Paulo**l 

Para**l 

Sao Paulo**l 

Sao Paulo州

Sao Paulo**l 

Sao Paulo料 )

Sao Paulo**l 

Saitama， Kanagawa， Shizuoka 

(Figs. 5， 6). これらの Vpの構造変化は他属のウイルスでは

認められなかった 2. Reoviridaeウイルス

本研究で供試した 3属 6種のウイルスはいずれも Vpを誘

導し，それらの発達様式，形状などはほぼ類似した.大型の

Vpは核サイズに発達 し これは光顕診断にも役立つと思わ

れた.なお，著者らは本科の樗菌状の Badnavirusについて

も5種のウイルスについて精査したが，本属では Vpは観察

本科は 2本鎖 RNAゲノムを有する動植物共通の2層構造

を有する 65-90nmの大型球状 ウイルス群で，植物ウイルス

では形状，ゲノム数，媒介虫などで3属に分類されている.

本邦ではPhytoreovirusのイネ萎縮 ウイルス (RicedwaゲVtrus:

RDV)とFijivirusのイネ黒条萎縮ウ イルス (Riceblack-streaked 
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Figs. l-B. Electron micrographs of viroplasms and virus partic1es 

infected with Caulimoviridae viruses. Bars represent 500 nm. 1: 
Aquilegia necrotic mosaic virus (Caulimovirus)ーinfectedaquilegia 

cell.2:ωrnation etched ring virus (Cauli押wvirus)ーinfectedcarna-

tion cell. 1， 2: Electron-dense granular viroplasms with vacuolations 

in the cytoplasm. Virus p紅 tic1eswere observed in the cytoplasm 

and also in the nuc1eus. 3， 4: Petunia vein clearing virus (Petuvirus)-
infected petunia cells. 3: Low magnification of cell with numerous 

small viroplasms in the cytoplasm. Virus partic1es are scattered at 

the periphery and in the viroplasms and in the cytoplasm. Endoplas-

mic reticulum appeared to have increased in these cells. Some 

viroplasms have electron-lucent vacuolations. 5， 6: Soybean chlorotic 
mottle vi叩 s(Soymovirus)ーinfectedbean cells. Typical appearances of 

infected cells with the viroplasms. Viroplasms have spherical， 

electron-dense or somewhat electron-lucent structures (5). Vacu-

olations were observed within some dense viroplasms. 

Abbreviations: CW: cell wall， ER: endoplasmic reticulum， F: fibrous 

nuc1eic acid-like network， N: nuc1eus， NM: nuc1ear membrane， SP: 

spokewheel， V: virus partic1e， Ve: vesic1e， Vp: viroplasm 

dωarf virus: RBSDV)が主に発生する.両ウイルスの細胞内

所見についてはこれまでに本邦で探究(Iidaet al.， 1972; 

Shikata， 1969， 1974， 1977)されているが，本研究では再度，

改めてこれら 2種ウイルスを精査した.

RDVは各種細胞に観察され，それらの細胞質内に不定形

で初期には高電子密度，頼粒状，時に内部に条状あるいは繊

維状構造を示す Vpが観察された.封入体は発達すると電子

密度はやや低下し，均質な頼粒状となった ウイルス粒子の

産生は Vpの表面から順次，内部へと進行すると思われた

成熟したウイルス粒子は径約 60nmで，その中心部には高電

子密度のコア域が観察された ウイルス粒子は細胞質内で散

在，集塊，ときに鞘状構造内配列あるいは液胞内で観察され

Tこ (Figs.7-9). 

RBSDVは供試したイネ， トウモロコシとも腫蕩部の師部

組織に局在して観察された感染細胞では細胞質内に不定形

で頼粒状あるいは繊維状の封入体が誘導された.ウイルス粒

子はこの封入体に付随して観察され，その一連の所見より封

入体は Vpと推定された.成熟したウイルス粒子の中心部に

は高電子密度のコア域が観察されたが，コア域から遊離した

と思われる核酸様繊維ネ ットも多く観察された Vp内には

コアのみの小 (亜)粒子や中空と思われる粒子もしばしば認

められた.成熟したウイルス粒子は封入体に付随して主に観

察されたが，鞘状構造内に配列した像も認められた (Figs.

10-12). 

Reoviridaeの動植物のウイルスはすべて細胞質内に Vpを

生じるとされる.本研究での RDVはヨコバイ類， RBSDVは

ウンカ類で永続的伝搬，虫体内増殖するが，両ウイルスの値

物体内での所在部位， Vpの形状は明らかに異なった.

3. p，αrtitiviridaeウイルス

2本鎖 RNAで分節ゲノムを有する小球状ウイルスはParti-

tiviridaeと称され，菌類と植物に多く存在する 植物では潜

伏性でほぼ 100%と高率に種子伝染し，これにはAIPhacryp-

tovirusとBetaC1沖tovirusの2属がある.本科の植物ウイルス

は種子伝染性潜伏ウイルスと称され，通常，無病徴とされる

が，不適環境や移植などの悪条件下で葉縁黄化の症状を生じ

ると推定されている.本研究ではAIPhacηIttovirusのダイコ

ン葉縁黄化ウイルス (Radishyellow edge virus: RYEV)につい

て，品種 「みの早生」実生および自然、発生株 (品種未詳，東

京都 ・愛知県で採集)を供試した.

本ウイルスは実生，自然発生株とも師部細胞に局在して観

察され，それらの細胞質内に球状~楕円状の封入体を生じ，

ここでウイルス粒子が産生されるものと思われ， 一連の所見

から封入体は Vpと推定された.本 Vpは極めて電子密度が

高く，内部は頼粒状で，大型の Vpでは空隙が観察された

(Figs.13) ウイルス粒子は Vpに付随して観察され，これま

でのところ細胞質内に遊離して存在する粒子は認められな

かった.本AIPhacrypωvxrusのニンジン，ホウレンソウ，シュ

ンギクなどのウイルスについても同様に精査しているが，こ

れまでのところ RYEVのような細胞内所見は得られていな
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い • Partitiviridaeに所属する植物ウイルスは今 日， 30種以上

知られているが，ウイルスの細胞内所在が解明 されたのは

RYEVのみで，今後，その他のウイルスについても探究が望

まれる.なお，RYEV感染細胞では葉肉細胞の核内に小球状

のウ イルス様粒子が観察される例もあったが，これと RYEV

との関係は未詳である.

4. Sequiviridaeウイルス

Sequiviridaeは1本鎖ポジティ ーブRNAゲノムを有する小

球状ウイルスで 防匂ikavirusとSequivirusの2属がある.1970 

年代後半に本邦は忽然として発生したイ ネわい化病はツマ

グロヨ コバイ CNephotettixcincticeps)類で半永続的伝搬する

師部局在性の径 30nmの小球状ウイルスが起因し，イ ネわい

化 ウイルス (Ricewaika virus: RWV)と称された (土居ら，

1975)が，本ウイルスはその後，Rice tungro病 (2種ウイ ル

スの重複感染)の1ウイルスであるRicetungro sPherical virus 

(RTSV)と共通 した性質を有するこ とが知られ改名された.

本ウ イルスでは小球状ウイ ルスで最初に Vp誘導が見出され

た (Yamashitaet al.， 1977). 

RTSV (RWV)はウ イルス粒子量が極めて少ないが，DN法

で検出可能であった.感染師部細胞内では細胞質内に特異的

な封入体が誘導され，ここ でウ イルス粒子の産生が行われる

もの と推定された.封入体は不定形で，初期には電子密度が

高く ，内部に穎粒状， 条状の構造を示した.ウイ ルス粒子は

当初，封入体の表面で産生され，その後，内部へ進行すると

思われた. ウイルス粒子の産生にと もない封入体は電子密度

が低下し，頼粒状となった.封入体の周囲には特異的に絞酸

様繊維を含む小胞が例外な く多数誘導された.これらは小胞

内でウ イルスゲノムが複製され，近接する封入体で生じた

コー トタンパク質と会合してウ イルス粒子が産生する可能

性が推定された.封入体の周囲では粗面小胞体 (ER)が増

生したが， これらは封入体でのタンパク質合成の増加を示唆

された.一連の電顕所見より ，封入体は典型的なVpと思わ

れた (Figs.14， 15). 

W匂ikavirusでは東南アジアの RTSV(Favali et al.， 1975)お

よびアメ リカ合衆国のMaizechlorotic dwarf virus (Gingery et 

al.， 1978)でも Vpと思われる封入体の誘導が報告されている

が，詳細は言及されていない.

5. Tospovirus属ウイルス

Bunyaviridaeは動植物共通の科で，被膜を有する大型球状

のウ イルス群である.植物ではス リップスで永続伝搬される

おspovtrusが所属 し， ネガティ ーブ鎖およびア ンピセンス鎖

の分節した 1本鎖 RNAゲノムを有する 本属は以前にはト

マ ト黄化えそウイルス (Tomatospotted wilt virus: TSWV)が 1

属 1種であったが，今日では多く種が追加されている.本研

ぺ♂!
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Figs. 7-15. Viroplasms and virus partic1es infected withReoviridae， 

均的tiviridaeand Sequiviri，ぬeviruses. Bars represent 500 nm (7， 9-

15) and 250 nm (8). 7-9: Rice dwaてfvinω(Phytoreovirus)ーinfectedrice 

cells. Viroplasms had amorphous granular and striated structures (7). 

Virus partic1es were observed at the periphery of viroplasms and also 

in them. Occasionally， viroplasms with fibrillar structures were 

observed (8). Some partic1es (arrows) existed in tubes of c. 120-

130 nm in diameter (7-9). 10-12: Rice black-streaked dωaゲVtrus
(Fijivirus )ーinfectedmaize phloem cells. Viroplasms had amorphous， 
granular or fibrillar structures. Mature virus partic1es (c. 70-80 nm in 

diameter) were observed at the periphery of the viroplasms and in 

them. Often， small partic1es (subviral or incomplete and viroplasms 
and in them. Often， small partic1es (subviral or incomplete partic1es) 
c. 5ふるonm in diameter and empty partic1es without dense cores 

(訂rows)were present in the viroplasms. Some virus p紅 tic1eswere in 

the tubes. Fibrous materials (arrowheads) were commonly observed 

in the infected cells， suggesting networks of double-stranded RNA 

(12). 13: Radish yelloωedge virus (Alphacryptovirus)ーinfectedradish 

phloem cell. Spherical viroplasm with vacuolations with highly elec-

tron-dense structures. Small virus partic1es were observed in the 

viroplasms. 14， 15: Rice tungro sPherical virus (Rice waika virus)ー

infected rice phloem cells. Viroplasms showed the amorphous 

granular and striated structures. Vesic1es contained nuc1eic acid-like 

strands were common at出eperiphery of viroplasms， suggesting an 
association with virus genome replication (arrows). 
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究ではタイ プ種の TSWVと本邦で発見されたメロン黄化え

そウイルス (Melonyellow spot virus: MYSV)を供試した.

両ウイルスとも非局在性で，各種細胞に観察されたが，ウ

イルス量，細胞内所見には大きな差異が認められた.TSWV 

は細胞質内に不定形，高電子密度，頼粒状あるいはヌクレオ

キャプシドの集合体と思われる封入体を特異的に誘導した

(Figs. 16-18).初期の封入体では条状構造も観察され， この

末端には小胞を付随する像が多く見られた (Fig.18) 成熟

したウイルス粒子(径 70ー90nm)は封入体の周囲に増生し

た小胞体 (ER)内に出現して散在あるいは集塊して観察さ

れた.これらの成熟様式は封入体で生じたヌクレオキャ プシ

ドが ER膜を被 って出芽すると推定された.本封入体は

TSWVで既に報告 (Ieet al.， 1971; Milne et al.， 1970)されてい

るVpと思われた.本ウイルスではプロトプラスト感染系で

ERと近縁のコルジ体での成熟も推定 (Kikkertet al.， 1999)さ

れている.

MYSVでは TSWVに比べ， ウイルス粒子は極めて少なく ，

通常，細胞質内で 2層の膜に固まれ散在し，集塊した像は殆

ど認められなかった.粒子の中心部は多くが電子密度は低

かった.細胞質でときにウイルス粒子と接して小さなタ ンパ

ク質様の頼粒状構造体が認められたが， これは Vpに相当す

ると推定された.しかし，この VpはTSWVに比べて著しく

小さく，観察例もわずかであった.また，Vpの条状構造体

やヌクレオキャ プシド様粒子なども観察できなかった.ウイ

ルスの粒子径はTSWVと異なり，超薄切片では径120-170nm 

であった (Figs.19，20). なお，両ウイルスはネガティーブ染

色でも粒子サイ ズは異なるとされ，TSWVは径 80-100nm 

(Goldbach and Peters， 1996)， MYSVは径約 142nm(Katoetal.， 

1999， 2000)とされている 両ウイルスの粒子サイズ，細胞

内所在様式の差異の意味は未詳である.

6. Rhabdovirid，αeウイルス

ネガティー ブ 1本鎖 RNAゲノ ムを有する本科は動植物

共通で，植物ウイルスは細胞内増殖様式で核増殖型

(Nucleorhabdovirus)と細胞質増殖型 (Cytorhabdovirus)の2

属に分類され，多数のウイルスが知られている.本研究では

前者で8種，後者で5種を供試した.セリ科のサルビアの

Salvia rhabdovirus (SaRV，仮称)は後述の Salviagreen spot 

virusと重複感染して本研究で見出されたものである SaRV， 

Corn chlorotic vein banding virus (CCVBV， Kitajima et al.， 1982) 

はブラジル産てずある 供試した 2属 13種のウイルスでいず

れも本科で広く観察されている Vpが核内または細胞質内に

認められた.

Nucleorhabdovirusのトマト葉脈透化ウイルス (Tomatovein 

clearing virus: TVCV) (Kano et al.， 1985)，ハス条斑ウイルス

(Lotus streak virus: LoSV) (山下ら， 1985)，グロリオーサ白

斑ウイルス (Gloriosafleck virus: GIFV) (荒城ら，1985)，ワ

サビラ ブ ドウイルス (Wasabirhabdovirus: WaRV) (岸良 ら，

1990)，マサキモザイ クウイルス (Euonymusmosaic virus: 

EuoMV) (土居ら， 1969)，フキラブドウイルス (Butterbur
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Figs. 16ー23. Viroplasms and virus partic1es infected with Tospovir， 

idae and Rhabdoviridae (Nucleorhabdovirus) viruses. Bars represent 

500 nm (16， 17， 21) and 250 nm (18ー20，22， 23). 16-18:おmato
spotted wilt virus (Bunyavirus)ーinfectedtomato mesophyll cells， 

Viroplasms had amorphous， electron-dense， granular (16， 17) or 

striated (16， 18) structures. Granular matters appe訂 edto be aggre-

gates of nucleocapsids. Occasionally， empty partic1es without elec-

tron-dense cores were detected in them. Spherical vesic1es (arrows) 

contained nuc1eic acid-Iike strands commonly associated with the 

striated structures (18). Mature virus partic1es were observed in ER 

cistanae. 19， 20: Mellon yellow spot virus (Bunyavirus)ーinfected

melon mesophyll cells. Small， dense， granular structures suggesting 
viroplasms were often in the cytoplasm. Virus partic1es with double-

membranes were infrequent compared with Tomato spotted wilt virus 

21-23: Rhabdoviru加 (Nucleorhabdovirus)viruses. 21: Tomato vein 

c1earing virus-infected tomato mesophyll cell. 22: Wasabi rhabdovi-

rus -infected wasabi (Eutrema japonica) mesophyll cell. 23: Euony-

mus mosaic virus-infected E. japo惚icamesophyll cell. These three 

viruses induced nuc1ear viroplasms. Mature virus partic1es aggre-

gated in the nuc1ear membrane. Naked nuc1eocapsids without an 

envelope (arrows) were observed in the viroplasm. 
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rhabdovirus: BuRV) (相崎ら，1983)，ニ ワトコ葉脈透化ウイ

ルス (Eldervein clearing virus: EVCV) (楠木ら， 1977)， Salvia 

rhabdovirus (SaRV) (山下ら，未発表)の 8種ウイルスはい

ずれも非局在性で各種細胞の核内に Vpを誘導した.TVCV， 

LoSV， GIFV， WaRV， EuoMV， BuRV， SaRVは著者らが発

見したウイルスである. Vpは不定形で比較的電子密度は低

く，均質な頼粒状で，この領域でヌクレオキャプシドと思わ

れる梓状粒子が観察された.ヌクレオキャプシド粒子はその

一端を核膜内膜に付着させ，その後，核膜内膜を被って出芽

様式で被膜を獲得して成熟して核膜内に出現し，核膜および

これに連なる ERに移行して散在あるいは集塊すると思われ

た.核膜内膜はしばしば核質内に大きく陥入し，この内部に

ウイルス粒子が集塊する像も多く認められた.ウイルス量は

ウイルスの種類で著しく異なり ，TVCVが最も多かった.こ

こでは， TVCV， WaRV， EuoMVの所見を Figs.21-23に示した

。伽加企めV!rusとして，ムギ北地モザイクウイルス Worthern

cereal mosaic virus: NCMV) ， CCVBV，ソラマメ葉脈黄化ウイ

ルス (Broadbean yellow vein virus: BBYVV) (夏秋ら， 1981， 

1983) ，ニンジンラブドウイルス (Carrotrhabdovirus: CRV) 

(山下ら， 1982)，ゴボウラブドウイルス (Burdockrhabdovirus: 

BurRV) (柏崎ら， 1983)の5種を供試したが，いずれも細

胞質に明瞭な Vpを誘導した BBYVV， CRV， BurRVは著者

らが発見したもので， CCVBVはブラジル産で、ある これら

の多くは非局在性で各種細胞内に観察されたが， BBYVVと

CRVでは主に師部細胞内に認められた.ウイルス量はウイル

ス間で著しく異なった.ウンカ類で永続伝搬し虫体内増殖す

るNCMVとCCVBVのVpは不定形，頼粒状であったが，繊

維状あるいは管状構造を伴う像もみられた. Vpの周囲には

ER膜が増生し， Vpの表面で産生されたヌクレオキャプシド

粒子は ER膜を被って成熟し，ER内にウイルス粒子が集積

すると思われた. CCVBVでは被膜サイズに相当する特異的

な膜構造も認められた NCMVとCCVBVはウイルス粒子量

が多く，これらでは粒子の横断，縦断面が多く観察された.

BBYVV， CRVではウイルス量は少なかったが，それらは ER

内に散在~集塊して観察された.これらのウイルスは頼粒状

のVpを誘導したが，それらの形状は BBYVVは不定形， CRV 

は球形であった.BBYVVでは Vpの内部に管状構造が観察さ

れた.各ウイルスは Vpの周囲に ERが増生することから未

熟のヌクレオキャプシドがこの ER膜で成熟すると推定され

た BurRVでは ER内に散在して認められ，その形状などよ

り細胞質増殖型と推定されたが， これまでに典型的な Vpは

観察できていない.これについては， 今後さらに探究したい

Figs.24ー28にCCVBV，NCMV， BBYVV， CRVの所見を示し

た.NCMVは日本，韓国，中国， CCVBVはブラジルを含め

南米で広く発生するとされる 本研究の細胞内所見は既報

(Toriyama， 1986; Kitajima and Costa， 1985)とほぼ一致した

なお，北米のトウモロコシに発生する(American)Maize 

mosaic virus (MMV) (Herold， 1972)は核増殖型のNucleorhab-

dovirusであり， CCVBVとは明らかに異なった.

7. 未分類群ウイルス (Unclassifiedviruses) 

既報の多くの植物ウイルスは今日，特定の科あるいは属

に分類されているが，なお未分類ウイルス群がある.これら

の中には Vpを生じるウイルスもある.ここで示す被膜を

欠く短梓菌状ウイルスはRhabdoviridaeのunassignedplant 

rhabdoviruses，梓 (棒)状ウイルスはBenyvirusのtentative

speciesとして，国際ウイルス分類委員会(ICTV)では仮分

類されている (Fauquetet al.， 2005) . しかし，これら 2群は

今後，再編される可能性もある.そこで，ここでは未分類群

ウイルスとして記述した.

(1)被膜を欠く短樟菌状ウイルス (Non-envelopedbacil-

liform viruses) 

前述のRhabdovirusは被膜を有し， 比較的に大型である

しかし，形状は本科に似るが，被膜を欠く 小型の未分類の梓

菌状ウイルス群が存在する本群のウイルス粒子は非常に不

安定で， DN法では通常，崩壊するので， 前固定しないと検

出できない.これらには本邦で発見されたランえそ斑紋ウイ

ルス (Orchidfleck virus: OFV) (Chang et al.， 1976;土居ら，

1969; Doi et al.， 1977)の他に， Kitajimaらはブラジルを中心

に多数の類似 ウイルスを発見 (Chagas，1980; Kitajima et al.， 

1972，1997，2003)している.

①核増殖型ウイルス (Nucleartype viruses) 

本群はランの OFVを中心 とするが，類似ウイルスは

Kitajimaらによりすべてブラ ジルで発見されたものである

(Kit司jimaetal.， 2003).本研究では世界各国に分布されると思

われる OFVの他，Piper bacilliform virus (PBV) ， Citrus leprosis 

virus (CiLV)， Coffee ringspot virus (CoRSV)， Hibiscus chlorotic 

spot virus (HCSV)， Clerodendron chlorotic spot virus (CCSV) 

を供試した.

ブラジル ・パラ州のトメアスはコショウ (pψernigrum)栽

培の主産地である.当地のウイルスについて調べたところ，

既報の樗菌状のBadnavinωのP伊eryeUow mottle virus (Lockhart 

et al.， 1997)とは異なる OFVに似た未記載ウイルスが発見さ

れ，これを PBVと称して先に報告した (山下ら，2004) 本

ウイルスは葉に斑紋やえそを生じ， GAで前回定した DN法

で被膜を欠くら旋構造を示す短樗菌状ウイルスが検出され

た (Fig.29).本ウイルスは各種細胞の核内に低密度，頼粒状

のVpを生じ， ここで産生されたヌクレオキャプシドと推定

される梓状粒子が核膜内膜に粒子の一端を付着させ，核膜に
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被われることなく 押し出されるように車軸状の “spokewhee!"

と称される構造を生じ，こ の内部にウ イルス粒子が集合した

(Figs. 30， 31).これらの様式は OFVと酷似 した.ブラジルで

は， CiLVはカ ンキツ類で重要な病害であり， CoRSVはコー

ヒー園で広く発生している.HCSVとCCSVは鑑賞植物で広

く認められる. CiLV， CoRSV， HCSV， CCSVは OFV，PBV 

と同様にいずれも各種細胞の核内に類似した Vpを誘導 し

ここで生じたヌクレオキャ プシ ドが核膜内膜に付着 して

“spokewhee!"を生じて成熟する一連の像が得られた Figs.32-

36に CoRSV，CiLV， HCSV， CCSVの所見を示した

②細胞質増殖型ウイルス (Cytoplasmtype viruses) 

本群で供試したウ イルスはすべてブラジル産で，Solanum 

violaefolium ringspot virus (SvRV)， Hibiscus green spot virus 

(HGSV)， Passion fruit green spot virus (PGSV)， Salvia green 

spot virus (SGSV)， Citrus leprosis virus (CiLV)の5種であ

る.PGSVは園芸植物としてパッシ ョンフルーツで大きな被

害をもたらしている • Solanum violaゆliumはナス科， ハイビ

スカスはアオイ科，サル ビアはセリ科の観賞植物として植栽

されている.本群のウ イルスは細胞内所見より当初，梓菌状

と推定されたが，ネガティ ーブ染色では上記に示した核増殖

型で認められる ようなら旋構造を示す梓菌状粒子は検出で

きなかったただ，前固定した DN法によ り径 60-70nmの

核増殖型 と細胞質増殖型がある とい うが (Kitajimaet al.， 

2003)，著者も サンパウロ川|で両タイプを確認 した (Figs.34，

43).カンキツの他， ラン，ハイビスカ スでも両タイプのウイ

ルスが知られているー核増殖型と 細胞質増殖型では粒子形

ム ー 滋 ι .>IiI:!z九

願野
不斉一で球状の不安定な粒子が特異的に検出されたが，これ 29 

らが真のウイルス粒子であるかどうか今後解明すべき課題

である.

供試 した 5種ウ イルスは類似 した細胞内所在を示し，いず

れも非局在性で各種細胞の細胞質に不定型で高電子密度の

封入体を生じ，ウイルス粒子は封入体の周囲に増生した小胞

内に出現し， 散在，層状配列あるいは密に集塊して観察され

た. これら一連の所見よ り，各ウ イルスの封入体は Vpと推

定された (Figs.37-43) 発達した Vpは大型で，5μm以上に

達する ものも認められた.ウイ ルス粒子はすべて小胞内に観

察され，細胞質に遊離した粒子は認められなかった 小胞は

Vpの周囲に増生した ER由来と思われたが，ウイルスによ っ

ては変成 した細胞内小器官に由来する可能性 もある かも知

れない.なお，Vpから小胞への移行に Cytorhabdovirusでみ

られるような出芽様式は観察できなかった小胞内のウイ ル

ス粒子は被膜を有せず，球状， 梓菌状，梓状~ひも状など各

種の粒子が観察されたが， 層状配列した像から これらの本来

の形状は楕円形状 (40-65x 80-110 nm)と推定された. な

お，ひも状粒子では 500-1，000nm以上の長粒子も多数観察

された. これらの所見は粒子径や長さが比較的に一定する

Rhabdoviridaeウイルスや上記の細胞質増殖型ウ イルス とは

明らかに異なったなお， Citrus leprosis virus (CiLV)には

Figs. 24ー31. Virop1asms and virus particles infected with Rhab-
doviridae (Cytorhabdovirus) (2ι28) and unclassified non-enve10ped 

small bacilliform viruses (nuclear type) (29-31). Bars represent 

500 nm (24-27， 31)， 250 nm (28， 30) and 100 nm (29). 24， 25: Corn 

ch1orotic vein banding virus (Brazilian maize mosaic virus)司infected

maize mesophyll cells. Virop1asms with amorphous granu1ar and 

vesicu1ar structures (24). Many virus particles in 10ngitudina1 and 

cross sections were observed in the cytop1asmic ER pockets. 

Enve10ped membrane structures without cores and a1so core 

structures without an enve10ped membrane were observed in areas 

associated with virop1asms. 26: Northern cereal mosaic virus-
infected oat mesophyll cell. Amorphous， granu1ar virop1asm and 

virus particles in ER cisternae. 27: Broad bean yellow vein virus 

(Cytorhabdovirus)ーinfectedbroad bean mesophyll cell. 28: Carrot 

rhabdovirus (Cytorhabdovirus)ーinfectedcarrot ph10em cell (arrows). 

27， 28: Amorphous granu1ar virop1asms and virus particles in ER 

cisternae in the cytop1asm. 29-31: Piper bacilliform virus (PBV) of 

small， unclassified non-enve1oped bacilliform virus企omBrazil. 29: 

Small negatively stained bacilliform virus particles in 1eaf dip 

preparation. 30:“Spokewhee1" and inner nuclear membrane with 

nucleocapsid particles at the nuclear surface. 31: Nuclear virop1asm 

in the nucleus. Insert in 31: nuclear virop1asm and nucleocapsids. 
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Figs. 32-39. Viroplasms and virus particles infected with small， 

unclassified non-enveloped bacilliform viruses of nuclear type (32-

36) and cytoplasmic type (37-39). Bars represent 500 nm (32-39). 

32， 33: Coff，巴eringspot virus infected coffee mesophyll cells. Insert 

in 33: Spokewheel. with virus particles. 34: Citrus leprosis v江us-

infected citrus mesophyll cell. 35: Hibiscus chlorotic spot virus-

iぱ巴ctedHibiscωsp. mesophyll cell. 36: Clerodendron chlorotic 

spot virus-infected Clerodendron mesophyll cell. These four viruses 

induced nuclear viroplasms. Naked nUcleocapsids associated with 

the viroplasm and arranged at the inner nuclear membrane were 

commonly observed in the nucleus. 37-39: Solanum violaefoliurn 

ringspot virus-infected 50伽 um violaゆlium mesophyll cells. 

Amorphous granular viroplasms and spherical or bacilliform virus 

particles in ER cisternae near the viroplasm in the cytoplasm were 

observed， occationally with long bacilliform particles. Viroplasms 

had vacuolations with nucleic acid-like networks (arrows) (37). 

状，細胞内増殖様式は明らかに異なった.

(2)樗(棒)状ウイルス (Rod-shapedvirus) 

ゴボウ斑紋ウイルス CBurdockmottle virus， BuMo V)は

Inouye (1973)により岡山県で発見され，伝搬様式は未詳で

あるが，その存在は本邦に限られている.本ウイルスは単粒

子性の梓状で，内部に中心溝を示し，Tobamovirusに類似す

る.本ウイルスを菌類伝搬の梓状ウイルス群で、ある Benyvirus

に近縁との案 (Fauquetet al.， 2005; Koenig and Lesemann， 

2002)もあるが，詳細はなお未定である.

Figs. 40-45. Viroplasms and virus particles infected with small， 
unclassified non-enveloped bacilliform viruses of cytoplasmic type 

(40-43) and rod-shaped virus (44， 45). Bars represent 500 nm (41， 

43-45) and 250 nm (40， 42). 40: Hibiscus green spot virus-infected 

Hibiscus sp. mesophyll cell. 41: Passion仕uitgreen spot virus-

infected passion仕uitmesophyll cell. Viroplasm contained the 

nucleic acid-like networks (arrows). Insert: Aggregates of virus 

particles in ER cisternae. 42: Salvia green spot virus-infected 5alvia 

sp. mesophyll cell. 43: Citrus leprosis virus-infected citrus meso-

phyll cell. These four viruses induced the amorphous， granular 

viroplasm with vacuolations in the ER cisternae near the viroplasm 

similar to those of Solanum violaefolium ringspot virus (37-39). 44， 

45: Burdock mottle virus-infected burdock mesophyll cells. 

Electron-dense spherical viroplasms and rod-shaped virus particles 

at the periphery of host cells. 44: Numerous viroplasms in the 

cytoplasm. 

著者は埼玉， 神奈川， 秋田，東京で本ウイルスを確認した.

本ウイルスは非局在性で，各種細胞の細胞質に電子密度が高

く均質な頼粒状の球形~楕円形の封入体を誘導し，ウイルス

粒子は通常，その一端を封入体に付着して観察された.発達

した封入体の内部には電子密度の低い空隙が見られた.活性

の高い細胞では小さな封入体が多数観察され，周囲にはリボ

ソームを付随した粗面 ERが多く認められたこれらの一連

の所見より ，封入体はVpと推定された (Figs.44， 45).梓状

ウイルスで Vpを誘導するウイルスはこれまでに知られてい
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ない.BuMoVをBenyvirusに近縁との案があるが，本属のタ

イプ種のピート えそ性葉脈黄化 ウイルス CBeetnecrotic yellow 

vein virus: BNYVV)は各種細胞の細胞質に発達した vesic1ar

body (VB)を誘導するが，Vpは生じない(山下， 未発表)

BuMoVは形状，細胞内所見は明らかにBenyvirusと異なる

考察

ウイルス粒子はゲノム核酸とこれを被う構造(コート)タ

ンパク質から成り ，一部はさらに糖脂質を含む被膜を有す

る.ウイルスは感染細胞内でゲノム核酸と構造タンパク質を

別々に合成し，両者が会合してウイルス粒子を産生すると推

定されている.ウイルスの増殖様式はウイルスあるいはウイ

ルス群によって様々であるが，それらは電顕によってのみで

可視化して探究できる細胞内におけるゲノム核酸と構造タ

ンパク質が会合する領域とされる封入体は viroplasm(Vp)と

称される.植物ウイルスにおける Vpに関する従来の研究は

特定の研究者による限られたウイルスについての断片的な

ものであった著者らはこれまでに多数のウイルスについて

病原学的研究とともにウイルスの細胞内所見を観察してき

た. これらの過程でVpを生じるウイルスを多数収集した.

本研究ではこれら多くのウイルス分類群に所属するウイル

スの Vpについて電顕により超微細的に観察したもので，類

似した報告は他には認められない.本研究で多数のウイルス

のVpが初めて比較観察された.

となく車軸状に骸膜内膜に包まれて成熟すると思われた.被

膜を持たない細胞質増殖型ウイルスではすべて細胞質内で

ER由来と思われる小胞に包まれて観察されたが，粒子には

被膜はないと思われた.被膜を有する Rhabdoviridaeや

Tospovirusのウイルスは膜系で成熟する際に出芽形式で被膜

を獲得する.一方，未分類の核増殖型ウイルス群では核膜で

被膜化せず，また細胞質増殖型ウイルスも Vpから膜内への

移行には被膜化は観察できなかった.今後，これらの移行機

構は解明すべき重要な課題と思われる

Vp はウイルスの構造タンパク質が主と思われる. リボ

ソームを付した粗面 ERはタンパク質合成に関与するが，一

般に Vpの周囲には粗面 ERの増生が観察された.この増生

した粗面 ERはウイルス感染細胞における活発なウイルスタ

ンパク質合成の場であると推定されるなお，小球状の RTSV

(RWV)ではウ イルスゲノム複製を示唆する核酸様繊維を含

む小胞が特徴的に誘導され，これがウイルス増殖に関係ある

ものと推定された.本研究で調べた各ウイルス群およびウイ

ルスの主な特徴を Table2に示した

ウイルスの細胞内所在，猶殖様式，内部病変はウイルスあ

るいはウイルス群で特有のものである.これらの解明はウイ

ルス学において基本となることは論を待たない.これらはウ

イルスの探索，同定 ・分類にも不可欠である.ウイルスの増

殖は生細胞に依存するが，ウイルスの細胞内所見の解明は細

胞生物学上も意義あり ，本報告の成果は多方面に活用できる

本研究で調べた 6科 10属 37種のウイルスはすべて Vpを ものと考えられる.

誘導した. Vpの周囲には限界膜はなく ，核質あるいは細胞

質基質内に生じ，形状は不定形~球(楕円)形状であった.

電子密度， 内部構造はウイルス群で様々であった. Vpは基

本的には穎粒状であったが，条状，繊維状構造などを生じる

ものもあった被膜を持たない細胞質 Vp型のウイルスでは，

白ul:抑制00，Petuvirus， S，伊仰virus，AlP.伽ゆ伽trus，助伽virus，

未分類梓状ウイルス (BuMoV)はVp表面あるいはその内部

で生じたヌクレオキャプシドが成熟し，またPhytoreovirus， 

FijivirusはVpで合成されたコア(亜)粒子が同領域でさらに

外殻を獲得して 2殻構造化して成熟すると思われた.被膜を

有するウイルスでは，R，加b必viridaeのNucleorhabdovirusは核

内Vp，Cytorhabdovirusは細胞質内 Vpで生じた未熟のヌクレ

オキャプシドが前者では核膜，後者では ER膜で出芽，成熟

して被膜化すると思われた.また，細胞質増殖型の お>spωtrus

も細胞質の Vpで生じたヌクレオキャプシドが ER膜を被っ

て成熟すると推定された.未分類で短梓菌状ウイルスの核増

殖型ウイルス群はネガティーブ染色でら旋構造を有する梓

菌状~長形状粒子が観察された.これらは細胞内では核内

Vpで生じたヌクレオキャプシドは核膜内膜で被膜化するこ

摘要

感染細胞内でウイルス粒子の会合の場とされる viroplasm

(Vp)について，未分類群を含む6科 10属 37種ウイルスの細

胞内所見を電顕で比較観察した.Vpは一般に不定形~球形，

高~低密度，頼粒状 ・繊維状 ・条状であったが，ウイルス群

で異なった Caulimovirida泡の Caulimovir凶 (4種)， Petuvirus 

(PVCV)， Soymovirus (SbCMV)の3属はいずれも類似した

Vp を細胞質に生じたが，分類群で差異がみられた• Reoψiridae 

のPhytoreovirus(RDV)とFijivirus(RBSDV)は細胞内所在，

細胞質Vpは異なった• PartitiviridaeのAlphaC1ゆtovirusのRYEV

およびSequiviridaeの 防匂ikavirusのRTSV(RWV)は師部局

性で細胞質に Vpを生じたが，後者の構造は多様で，近接し

て核酸様繊維を内含する小胞が特異的に多数観察された.

BunyaviridaeのTospovirusのTSWVとMYSVは細胞質に Vp

を生じ，周囲の ER膜で成熟すると推定されたが，後者の観察

頻度は極めて低かった RhabdoviridaeではNucleorhabdovirus

(8種)は核内 Vpと核膜での成熟，Cytorhabdovirus (5種)は

細胞質 VpとER膜での成熟が示唆された.未分類として，被
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Characteristics of viroplasms induced by plant virus infections 
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膜を欠く短梓菌状ウイルスは核増殖型と細胞質増殖型に大

別され，前者 (6種)は核内 Vp，核膜内膜付着 ・非出芽，後

者 (5種)は細胞質内 Vpから ER膜内への移行が示唆された.

両者の形状，増殖様式は異なった.本邦の梓状ウイルスの

BuMVは各種細胞の細胞質に高電子密度の球形 Vpを生じた.
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