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ピーマンモザイク病を予防する植物 ウ イ ル ス ワ ク チ ン

神田絢 美*・津 田新哉 *

〔キーワード) ワクチン，弱毒ウイルス，ピーマ

ンモザイク病， トウガラシマイノレドモッ トノレウイルス

1 .はじめに

ヒ。ーマン (Capsicumannuum L. )と聞くとベル

型の緑色のイメージが強し、が，現在は赤ピーマンの

他にも紫色やクリーム色などのカラーピーマンも

登場している.赤，黄，オレンジと鮮やかなパプリ

‘カとともにさまざまな料理に彩りを添える野菜と

して食卓に上がる機会が多い.ピーマンはトウガラ

シ類に含まれるナス科植物で，シシ トウや甘長トウ

ガラシも同じ仲間である.ピーマンは栽培中にさま

ざまな病気に擢る.ピーマンが擢病する主因として，

カビ(糸状菌)や細菌，ウイルスなどがあげられる

カビと細菌に対してはいくつかの化学農薬がある

が，ワイルスに対する農薬は皆無であり，その防除

はきわめて困難である.ピーマンで問題となってい

るウイルス病は， トウガラシマイルドモットルウイ

ルス (PMMoV)によるピーマンモザイク病である.

この病気は，種子伝染性に加え土壌伝染性でもある

ことから，その防除には土壌くん蒸剤の一種である

臭化メチ/レ剤が最も広く使われてきた. しかし，

1992年の「オゾン層を破壊する物質に関するモント

リオール議定書J第 4回締約国会合で，臭化メチル

はオゾン層破壊物質に指定され，1997年の第 9回締

約国会合で日本を含む先進国では不可欠用途など

の特例措置を除き 2005年に全廃されることが決定

した.わが国では，キュウ-リ，ショウガ(露地・ 施

設)，メロン，ピーマン ・ト ウガラシおよびスイカ

の5作目で発生する 6種土壌伝染性病害を対象に不

可欠用途用臭化メチル剤の使用を同締約国会合事

務局に申請し，その決議量を利用してきた.ところ

が，近年高まる地球環境保護の観点から，また，2015

年から発展途上国での同剤全廃プログラムが開始

される等の行政的理由から，同締約国会合事務局と

の連携の元，わが国では独自の方針として 2012年
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末で不可欠用途用臭化メチノレ剤の全廃方針を固め

た.PMMoVによるモザイク病対策は臭化メチル剤

による土壌消毒に頼り切っていたため，同剤に代わ

る防除対策の確立が急務となっている.

植物で，は，あるウイルスに感染した後そのウイル

ス自身や近縁のウイルス系統の更なる感染から免

れるという現象がある.この現象は「干渉作用」と

呼ばれている.人聞を含む動物では，毒性のない弱

毒あるいは不活化 したウイノレスを感染予防のため

にワクチンとして用いることがある.動物では体内

の免疫システムにより投与したワクチン(ウイノレ

ス)に対する抗体が体内で作られ，その抗体が後か

ら侵入する病原ウイルスの感染を防いでいる.植物

には動物のような免疫システムはないが，先の干渉

作用を利用して病原性を極端に低下させた弱毒ウ

イルスをワクチンとして予防接種することで，卓効

を示す農薬がないワイノレス病害を防除することが

できる.つまり，病徴を示さない弱毒ウイルスをワ

クチンとして幼苗期に処理すると，生長とともに植

物体内で増殖し全栽培期間を通じて防除効果を発

揮する.現在までに， トマ トモザイクウイノレス

(ToMV) (大島ら 1978，後藤 ・根本 1971)，キュ

ウリモザイクウイノレス(花田 1990)，キュウ リ縁

斑モザイクウイルス(本吉・西日 1986)およびズッ

キーニ黄斑モザイクウイルス (ZYMV)(Kosaka and 

Fukunishi 1997， Kosakaら 2006) などの弱毒ウイノレ

スがワクチンとして開発され，それらの一部は実用

化されている.ピーマン類では， P~品10V によるモ

ザイク病防除のための弱毒ウイルスが，現在までに

数系統選抜されている(後藤ら 1997，後藤ら 1984，

長井 1987，山崎ら 2007，米山・ 塚本 1986) .し

かし，ピーマン栽培品種が持つ抵抗性遺伝子の変遷

に伴い，これまでに開発された弱毒ウイルスは利用

できなくなってしまった.われわれは，現行の抵抗

性遺伝子を持つ品種に適応でき，さらに干渉作用の

高い弱毒ウイルスを選抜し，それをワクチンとして

実用化するための研究を進めている.防除効果の高
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いワクチンを開発することは，環境破壊を招く臭化

メチノレの代替技術になるばかりではなく ，化学農薬

による土壌への負荷も軽減でき，地球に優しい環境

保全型病害防除技術の確立へとつながる.本稿では，

われわれの研究室において開発しているピーマン

モザイク病を予防する植物ウイルスワクチンにつ

いて紹介する.

2. PMMoVと Capsicum属植物

が持つトパモウイルス抵抗性遺伝子

歴史的に有名なタバコモザイクワイノレス (TMV)

と同じトパモウイルス属に分類される PMMoVは，

約6，360塩基が連なる一本鎖RNAのゲノムを有し，

そのゲノム鎖に約2，100個の外被タンパク質が巻き

付いた全長約 300nmの棒状ウイルスである.ゲノ

ムRNAには 4つのタンパク質翻訳領域が存在し，

それらは 5'端側からワイルス複製に関与する 130

kDaタンパク質とそのリードスルー産物である 180

kDaタンパク質，ウイルスの細胞問移行に関与する

移行タンパク質および粒子を形成する外被タンパ

ク質である(図1) . PMMoVに感染したピーマン

は，葉に淡緑色と濃緑色からなるモザイク症状に加

え凹凸の波葉が発生し，強烈な生育阻害を受ける

(図 2) . ウイノレスに感染した個体でも果実の収穫

は可能だが，収量と品質が極端に低下する(図 3，4) . 

p~刷oV によるモザイク病の第 l 次感染源は主に汚

ゲノムRNA

5' i 

130kDaタンパク質

第 9号 (2008年)

争

染種子または汚染土壌であるが，権病株から端を発

する栽培時の整枝や収穫などの管理作業を通した

汁液接触での感染拡大のほうが深刻である.そのた

め，過去の約十年間で実用的な抵抗性品種が開発さ

れ，生産者に特別な労力がかからないウイノレス病対

策として手軽に利用されてきたが，抵抗性品種を導

入したが故の新たな問題が発生した.

ヒ。ーマンをはじめとする Capsicum属櫛物の数種

の野生種は，トパモウイルスに対する抵抗性遺伝子

r LJを保有している (Boukema1982， 1984) .こ

の L遺伝子は，約 30
0
C以下の生育温度で機能する

過敏感反応型抵抗性の優勢遺伝子で，同一遺伝子座

に4つの対立遺伝子L'，L2， L3およびL4が座乗する

ことが知られている また，トパモウイルスはその

4つの抵抗性遺伝子に対抗するかのように 4種類の

病原型 (p。型， P1型，P1，2型および P1，2，3型)に分け

られている.まさに，L遺伝子による抵抗性と階層

的な関係である(表1).以前には P1.2型の PMMoV

を親株とした数種類の弱毒ウイルスが開発された

が，L3遺伝子を保有するピーマン品種が普及するよ

うになってからは，弱毒ウイルスの病原型が下層に

位置するため弱毒ウイルス自身がピーマンの抵抗

反応を受け，接種株の体内で増殖できず，ワクチン

として利用できなくなってしまった.一方，LJ遺伝

子ピーマン品種が普及する中で，その抵抗性を打破

するウイルス系統の発生が報告されている(浜田ら

180kDaタンパク質

l i 1--3' 

軒 ;

5'→ 1 トー 3'

サブゲノムRNA 細胞間移行;
タンパク質

5'-Cコー 3'

質

図l トウガラシマイルドモットノレウイノレスのゲノム構造

複製酵素である 130kDaタンパク質と 180kDaタンパク質はゲノム剛Aから翻訳される.細胞問移行タンパク質と外被タンパク質は，
ゲノム RNAを基に作られる 2種類のサプゲノム RNAからそれぞれ翻訳される.
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可能なワクチン候補株を選抜し

ている.

3 干渉作用

弱毒ウイルスを用いた生物防

除法は，植物を舞台としたウイル

ス間の干渉作用を利用したもの

である.干渉作用とは，あるウイ

ルスに感染した植物が後から侵

入してくる同種もしくは近縁ウ

イルスの増殖を阻害する現象で

ある.本現象は， McKinney (1929) 

により TMVの淡緑モザイク系統

と黄色モザイク系統間で初めて

発見された.その後， Sherwood 

(1987) は干渉作用の基本的概念

を大きく 4つに分けて体系化した.

それらは，①ウイルスの複製 ・増

殖に必要な宿主植物の代謝産物

図2 栽培圃場におけるワクチン接種ピーマンと擢病ピーマン

(現代では宿主因子と呼称され

ている)を競合する，②ウイルス

自身の成分の結合により阻害さ

れる，③ウイルスの細胞間移行を

A 左からワクチン接種，擢病，健全のピーマン個体

B:ワクチン接種ピーマン個体の生長点近傍

C:権病ピー7 ン個体の生長点近傍

D 健全ピー7 ン個体の生長点近傍

権病した株は生長が抑えられ，葉に凸凹を伴うモザイク症状が認められるが，ワク

チン処理株は健全株と同様に生長し，病徴も認められない

妨げる，④自身の外被タンパク質

がウイノレスゲノムに結合するこ

2006， Hamada ら 2002， Tsuda ら 1988，山崎ら

2007) .さらに残念なことに，最高位の抵抗性を示

す L4遺伝子が導入されたピーマン品種でも，それ

を打破する新型ウイルス系統の発生が確認された

(Gendaら 2007) .抵抗性品種は手軽に利用でき

る防除技術の一つである反面，その抵抗性機能を安

定的に発揮させるために，栽矯施設内が 30
0
Cを超え

ないよう温度管理を厳密に行う等の繊細な栽培管

理技術が要求される.したがって，抵抗性品種の栽

培管理を怠ると気付かないうちに土壌中のウイル

ス濃度を上昇させてしまい，打破系統発生の危険性

を高くする.現在，L4遺伝子以上の抵抗性素材は国

際的に知られていない.新たな抵抗性遺伝子の探索

や，その抵抗性遺伝子を導入した新品種を育成する

には長時間を費やさなければならない.一方，われ

われの研究室では，L3または L4遺伝子を打破する

新型ウイルス系統に対応する慣行栽培品種で使用

とにより遺伝子発現を阻害する，

である.しかしながら，それら概念をサポートする

だけの十分な実験結果はこれまでに報告されてい

ない.タバコ植物を用いた研究では次ウイルス

としてククモウイルス属のキュウリモザイクワイ

ルス (CMV)または TMV一トマ ト系(現在の ToMV)

の何れかを先行接種し，その後に 2次ウイルスとし

て TMV普通系を時間差で接種すると， CMVと

TMV一普通系の組合せでは CMV接種後のどの時間

に TMV一普通系を接種しでも両ウイルスとも同じ

ように増殖したが，一方， TMVートマ ト系と普通系

の組み合わせではトマ ト系接種後4時間目以降に普

通系を接種するとその増殖は極端に抑制された

(Otsuki and Takebe 1976) .つまり，干渉作用が

働き始めるのは次ウイルスが感染してから 4時

間目以降である事が伺える.干渉作用の機構は，こ

こに紹介した例以外にウイルスの細胞間移行や長

距離移行の阻害等の諸説があるが，何れも決定的な
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権病株 ワクチン処理株

(トン)

6 r 口 健全 日 ワクチン ・ 強毒

5 

4 

3 

nr. 円I2 

閉園。
6月 7月 8月 9月

健全株

図 3 権病株，ワクチン処理株お
よび健全株より収穫された
ピーマン果実

左から 2列ごとに穣病株果実，ワクチ
ン処理果実，健全果実
権病株は奇形果が多く，ワクチン処理
株は健全株と同様の果形である

図 4 ワクチン接種ピーマンの月別収量調査(10a換算)

健全区との比較は t検定を行い，ワクチン接種区ではp>0.05と
なり有意差はなく，強毒区ではpく0.001となり有意差ありとなっ
Tこ

表 Capsicum属植物のトバモウイルス抵抗性遺伝子型とトバモウイルス病原型との関係

Capsicum属種名 遺伝子型
トパモウイルス病原型

PP1 P1•2 PI.2.3 

C. annuum cv. Early Calwonder L + L千 + + + + 

C. annuum cv. Bruinsma Wonder L I L I + + + 

C. fi"utescens cv. Tobasco L 2 L 2 + + 

c.c均inense PI 159236 L 3 L 3 + 

C~ chacoense PI 260429 L 4 L 4 

+・擢病性抵 抗性.

証明はなされていない.本現象の詳細な仕組みの解

明は今後に残された大きな研究テーマである.

4. 弱毒ウイルスの作出と選抜

弱毒ウイルスの選抜方法は，①自然界での探索，

②高温または低温処理，③亜硝酸処理および④紫外

線処理等が知られている.われわれは PMMoVに感

染したピーマンに高温処理を行し、(後藤ら 1984)， 

そこから病原性を示さない弱毒ウイルスを選抜し

た.選抜方法を以下に示す.

①ピーマンの主茎に強毒ウイルスを接種し，40
0Cで

約 3週間育成する.

②その後，接種部位の茎を リン酸緩衝液で摩砕し，

局部病斑を形成するタバコ属植物 (Nicotiana

tabacum CV. Xanthi ncなど)に接種する.

③得られた局部病斑を 1つずつ切り取り ，幼苗期の

ヒ。ーマン子葉に接種し，その後のピーマン本葉に

現れる病徴の有無を確認する.

④病徴が確認されなかったピーマンの上位葉をリ

ン酸緩衝液で摩砕し，ウイノレス増殖用の櫛物であ
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るNicotianabenthamianaに接種してストックを作

る.

選抜した弱毒系統の中には，ピーマンが生長する

過程でモザイク症状が復帰するものもあるため，上

記の手順を数回くり返し，何回継代接種しでも安定

的に無病徴となる弱毒株を選抜する必要がある.ま

た，ワクチンとなる弱毒株は，ピーマン自体の生育

を阻害することなく強毒ウイノレスに対する干渉作

用を発揮するものでなければならない.優良な弱毒

ウイノレスを選抜するためには，接種植物において長

期間病原性が復帰せず，経済形質に負荷をかけない

程度に安定して増殖し，なおかつ強毒ウイノレスに対

する干渉作用が高いことが指標となる.

当研究室で選抜した弱毒ウイルス候補株のゲノ

ムの全塩基配列を解析したところ，アミノ酸変異を

伴う非同義塩基置換はすべて複製酵素をコードす

る遺伝子 (130kDa)領域内に認められた.以前報

告された PMMoVの弱毒ウイルスや他のトパモウ

イルスの弱毒ウイルスも，弱毒化に関わるアミノ酸

置換はほとんどが複製酵素内に認められる

(Hagiwaraら 2002，rehikiら 2005，Nishiguchiら

1985， Tanら 1997).しかしながら，アミノ酸変

異が 1カ所に限定的なこともあれば，複数箇所にわ

たっていることもあり，弱毒化に関わる非同義塩基

置換のゲノム配列上での法則性は今のところ見出

せていない.

5. 植 物ウイルス の 病 徴 発 現

先述したとおり，弱毒ワイノレスとしての重要な選

抜条件の Iつに，長期間にわたり無病徴であること

があげられる.弱毒ウイルスは，強毒株と比較して

l細胞内での増殖には差がないが固体内での増

殖量は劣る (Nishiguchiら 1990)ことから，逆説的

にウイノレスの病徴発現には植物体内で十分な増

殖 ・蓄積量が必要であると考えられた.しかし近年

の研究結果から，強毒株の 1/10以下の蓄積量を示

すウイルスでも病徴が現れることが判明したこと

からウイノレスの蓄積量低下=無病徴化」ではな

いことが見えてきた (Tsudaら 2007). 

植物は侵入 してきたウイルスの RNAを特異的に

分解して，自らを守ろうとする防御機構を備えてい

る.これは RNAサイレンシングと呼ばれる現象で

ある(平井ら 2007) また，ウイルスは RNAサイ

レンシングサプレッサー(サプレッサー)により，

RNAサイレンシングに対抗することができる. ト

パモウイルスの場合，その機能は 130kDa複製酵素

タンパク質が担っている (Kubotaら 2003，Dingら

2004) .野性型の 町仏10Vは 3'端非翻訳領域の

シュードノット配列を切り詰めるとウイルスの蓄

積量が 1/10程度まで落ちる.ところが，それを接

種したピーマンではしっかりとしたモザイク病徴

が現れる.一方， 130 kDa複製酵素タンパク質にア

ミノ酸置換を持つ弱毒ウイルスは，野性型に比べて

1/3程度の蓄積量だがまったく病徴を示さない.加

えて，この弱毒ウイルスのサプレッサ一能は野性型

に比べて低下していた.このことから，病徴発現の

抑制にはウイルスの増殖よりもサプレッサ一能の

低下が重要であると考えられた (Tsudaら 2007). 

また，野性型の ToMVが全身感染したタバコの上位

葉で現れるモザイク部位では，ウイルスが存在する

淡緑色の部分と，濃緑色の部分との境目で，ToMV 

に対する RNAサイレンシングが確立されていた

(Hiraiら 2008).さらに，人為的に RNAサイレ

ンシングの機能を低下させ， 植物側の防御反応が低

下したと考えられるタバコでは，ToMVが上位葉に

行き渡り， 一面が淡縁色となった (Hiraiら 2008). 

ウイノレスの侵入を防ごうとする植物側の RNAサイ

レンシングによる防御反応と ，それに対抗するよう

にサプレッサ一機能を駆使 したウイノレスの侵略と

の戦いの結果が，モザイク症状として現れてくるの

であろう.したがって，優秀な弱毒ウイノレスを選抜

する際の評価基準の一つである「無病徴化」には，

植物の防御反応を巧みに回避する能力 (サプレッ

サー能の低下または喪失)が重要であることが示唆

された.

6. 効果の高いワクチンの条件

栽培圃場で実用的なワクチンは，病原性を示さず，

強毒ウイルスの感染を防ぐ弱毒ウイノレスである.当

研究室で新たに選抜した PMMoVの弱毒ウイルス

は，これまでに接種したピーマン ・トウガラシでは

無病徴であった.そこで，実際の管理作業での弱毒

ワイルスの予防効果を検討した.管理作業での入鉄

ごとに強毒ウイルスで汚染させたハサミを健全(無

処理)ピーマンに対して用いると ，3~4 週間後に発

病が認められた. 一方，弱毒ワイルスを処理した
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表 2 収穫時にウイルス汚染ハサミを使用した際のワクチン接種ピーマン防除効果

入欽回数

摘果月日 無接種株 ワクチン接種株

2 3 4 5 2 3 4 5 

6月1日 5 5 2 5 3 3 5 4 5 3 

6月9日 6 5 6 6 7 7 9 6 4 6 

6月15日 8 4 9 14 13 3 12 10 8 11 

6月22日 16 1..1 13 15 19 13 17 16 13 12 

6月29日 18 13 15 23 22 12 9 15 10 

7月5日 直罰 1..1鰍| 15 7 10 8 14 

7月12日 ..崎 4 14 24 11 10 

7月20日 25 23 13 22 6 

7月27日 32 8 13 10 37 

8月3日 |無発病|無発病|無発病|無発病|無発病|

合計入鉄回数 53 14 43 55 77 124 107 105 96 109 

A B 

図5 干渉性の異なる 2種弱毒ウイノレスのピーマンにおける分布

A:干渉性の高い弱毒ウイノレスの分布
B 干渉性の低い弱毒ウイノレスの分布
ヒ。ーマン子葉に弱毒ウイノレスを接種し.2週間後の葉をろ紙に写し取り免疫染色を行った.黒色に変色しているところにワイルス
が存在する.干渉性の高い弱毒ウイノレス (A)の方が広範囲に分布している

ヒ。ーマンに対して同様の作業を行っても，栽培期間

を通じて発病は認められなかった(表 2) .このこ

とから，この弱毒ウイルスは発病予防効果を十分に

発揮していることが伺えた.続いて，弱毒ウイルス

を処理したピーマンの生長や果形，収量を調査した.

弱毒ウイルスを接種したピーマンは，無処理株と比

べ栽培初期には若干の生育の遅れが認められるが，

最終的には無処理株と同等に生長し(図 2) ，果形

と果実の収量を比較しでも，弱毒ウイルス接種株と

無処理株間では大きな差は認められなかった(図 3

および図 4) . 

効果の高いワクチンとは，先の「無病徴化」に加

え，強毒ウイルスに対する干渉作用が高いことがあ

げられる.では，その干渉作用が高いとはどのよう

な状態をさすのであろうか.干渉作用の異なる 2種

類の弱毒ウイルスについて，ピーマン個体内での組

織内分布を調べた.この 2種類の弱毒ウイルスが示

す干渉作用は，両者とも栽培閏場での通常の管理作

業では防除効果は十分に発揮するが，高濃度の強毒

ウイルスを強制的に接種した場合，その効果に差が

生じる.そこで，発芽後 1週間程度のピーマンの子

葉に両弱毒ウイルスをそれぞれ接種し， 2週間後に

すべての葉を回収して免疫染色を行った.その結果，

干渉性の高い弱毒ウイルスはすべての葉で広範囲

に分布していた(図 5) .このことから，ワクチン

を処理したピーマン個体内で起こる干渉作用は，接

種植物体内における「広範囲な組織内分布」が決定

しているのではないかと考えられる.つまり，同一

ウイルスが感染できる細胞ではウイルス間で複製

場所の取り合いがあり，干渉性の高い弱毒ウイルス
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が示した組織内分布のパターンのように，先行的に

弱毒ワイルスが植物体を構成する細胞に広く行き

渡っていれば，後から侵入してくる強毒ウイノレスに

増殖 ・移行の場を与えず，結果としてモザイク病を

防除できると考えられる.しかし，弱毒ウイノレスの

植物体内での増殖と移行が不十分であれば，後から

侵入する強毒ウイルスの全身感染を許してしまう

ことにつながる PMMoVを含むトパモウイノレスの

優秀なワクチンとは，植物体内で十分に増殖するこ

とに加え，植物体内全体に早く，くまなく行き渡る

弱毒ウイルスということになる.

わが国では，これまでにさまざまなウイルス病に

対する弱毒ウイルスが開発されているが，その中で

、ポティウイルスに属する ZYMVのある弱毒ウイノレ

スが示す干渉作用では， 地域間でその防除効果に差

が生じることが報告されている(小堀ら 2007，

Kosakaら 2006，久野ら 2007) .どうやら ZYMV

の場合には，病気が発生した地域で得られた強毒ウ

イルスを親株として選抜した弱毒ウイルスが，その

地域ではより高い干渉効果を示すようである.この

干渉性の差が，ゲノム RNA配列の相向性に起因し

ているのか，または PMMoVのように組織内分布に

よるのか，今後の解析が待たれる.

7. モザイク病予 防だ けで はな

いワクチンの働き

ピーマンは，主な栄養素としてカロテンとビタミ

ンCが豊富な緑黄色野菜で，その他にも食物繊維や

ビタミン Eも多く含まれている(五訂場補日本食品

標準成分表 2005).カロテンは抗酸化作用があり，

体内の活性酸素を取り除く働きがある.完熟の赤

ヒ。ーマンのカロテンの量は緑ピーマンに比べて3倍

近くにもなる.ビタミン Cはコラーゲンの生成過程

で必要とされ，美肌効果が期待される栄養素である.

一般にビタミン C は熱に弱く酸化されやすいが，

ヒ。ーマンに含まれるビタミンCは，ともに含まれる

ビタミン Pの働きにより熱から守られるため，加熱

調理しでも効率よく摂取することができる.ピーマ

ンには果実 100g中に約 76mgのビタミン Cが含

まれており(五訂増補日本食品標準成分表 2005)， 

その含量は同量の 100%レモン果汁に含まれる量の

約1.5倍に相当する.ワクチンを処理したピーマン

果実の成分分析を行ったと ころ，驚いたことにその

140 

120 

(CCbD 〉o 100 
80ト I 113.3 

、目E 60 

~ 40 

20 

0 
弱毒ウイノレス接種区 慣行栽培区

図 6 ワクチンを接種したピーマンと無処理(償
行栽培区)との果実中に含まれるビタミンC
含量の比較

ビタミ ンCの量が約 110mgに増加していた.これ

は無処理ピーマン果実の約1.4倍，レモン果汁の約

2. 2倍である(図 6，津田 2007).ワクチン処理は

モザイク病を予防するだけではなく，ピーマンの栄

養成分を増加させる働きも備えている.しかし，な

ぜワクチン処理をするとピーマン果実のビタミン

C含量が増えるのかは定かではない.実は，植物体

内におけるビタミン Cの合成経路は，昨年，ようや

く解明されたばかりである (Laingら 2007).ピー

マンにおいて，ワクチン処理がその合成経路にどの

ような刺激を与えているかは不明であり，今後の研

究テーマとしてとても興味をかきたてられる謎で

ある.

8. 実用化にむけて

実際にこのワクチンを利用していただくのは

ヒ。ーマン農家の方々である.収量や果形に影響を与

えず，かっしっかりとした防除効果を発揮する資材

であることを認めてもらい，信頼して利用していた

だくことが肝心である.さらに，その「おまけJと

して，機能性に関する付加価値も喜んでいただけた

らありがたい.われわれは，昨年の 11月に東京で

行われた『アグリビジネス創出フェア 2007~ でこの

植物ワクチンの技術を紹介した.フェアでは農家か

ら種苗会社などの企業，報道関係まで，幅広い分野

の方々に実際にワクチンを処理したピーマンを見

てもらい，慣行栽培(ワクチン無処理)のピーマン

と外見上の差が見られないことを紹介した.ウイル

ス病を予防すると いうワクチンの効果以上に， 多く

の方々にはビタミン C の含有率が上昇するという

「おまけ」にも輿味を持っていただけたと思う .農

家の方々にはモザイク病の防除技術として，また消



974 農業および闘芸第83巻 第9号 (2008年)

費者には機能性が向上する農産物の生産技術とし

てワクチンの存在を認知してもらい，広く普及させ

ていくことが大切である.植物ワクチンの普及のた

めには，確実なワクチン処理苗の生産から農家への

供給までの利用システムを確立しなければならな

い.われわれが直面している問題のひとつとしてワ

クチンの処理方法がある.現在のワクチンの処理方

法は，ピーマン子葉にカーボランダムをふりかけて，

ガラス製のへらで一本ずつ接種している.処理個数

が少数であれば問題はないが，大規模栽培でワクチ

ンを導入するとなると ，処理時聞が長くなり ，たく

さんの労力を費やすことになる.そこでワクチンを

短時間で効率よく苗に処理できる技術の開発が必

要になる.また，ワクチン処理苗の生産 ・流通 ・販

売を担っていただく民間企業の協力も必須である.

ワクチン処理苗を利用するにあたって，栽培方法

にも注意が必要である.これまで開発してきた弱毒

ウイルスは，高温処理により突然変異を誘発し選抜

してきた.したがって，温度変化の激しい環境で利

用すると ，病原性を示す新たな突然変異ウイノレスが

生じる危険性がある.そこで，ハウス内の通気性を

確保して，ー高温にならないように気をつけなければ

ならない.また，他病害の発生を回避するために，

ハウスの側窓に防虫ネッ トの整備などの対策も必

要である

横物ワクチンの普及にあたり ，われわれはさらな

る問題に直面している.それはワクチンの法的取り

扱いである.2002年の農薬取締法改正に伴い，作物

の病害虫防除を目 的としたすべての資材は農薬と

して扱うことになった.JAやホームセンターなど

で市販されている化学農薬からコーンスターチや

焼酎(泡盛)など農家の知恵として使われる資材，

さらに天敵昆虫等の生物までも含め防除目的の資

材はすべて農薬と判断され，登録が義務付けられる

ようになった.しかしながら，改正農薬取締法では，

農家の知恵として広く普及され，一定の安全性が担

保される資材については特定農薬(特定防除資材)

として指定する新たな制度が創設された特定防除

資材とは，人畜および環境に対して明らかに安全で

あることが認められる防除資材に対 して農林水産

大臣と環境大臣の両者が指定するものであり ，指定

された資材は登録義務や使用規制を受けることな

く広く使用できる.これは作目や使用方法ごとに登

録を必要とする農薬とは異なり，いったん指定され

ればどの作目でも使用規制なく 利用することがで

きる.現在指定されている特定防除資材は食酢，重

曹および県境を跨がない産地周辺で捕獲された天

敵の 3種類である農林水産省では，パブリックコ

メン トを通して現在までに寄せられた膨大な特定

防除資材の候補について，指定可否の検討を開始し

た 植物ワクチン(弱毒ウイノレス)は，まさにこの

候補の中にある.生産圃場で栽培される作物は多少

の植物ウイノレスが感染していても，外見上健全であ

れば流通 し小売庖で、販売される.また，販売されて

いるそれら作物を食しても，人間の健康被害はまっ

たく生じない.食材に含まれる植物ウイルスが人間

の口に入り ，それを食べた人が疾病を引き起こした

というような事実は有史以来知られていない.人畜

に無害な植物ウイルスをワクチンとして広く利用

するためのひとつの方法と して，特定防除資材の指

定を受けることは理に適っている.現在，植物ワク

チンを公然と利用するための方法は，生物農薬とし

ての登録と特定防除資材の指定の 2つの道がある.

いずれにせよ，実際の栽培体系の中で，最も使い勝

手のよい形態を整えることが大切だと考えている.

ヒ。ーマンモザイク病の防除に使われてきた臭化

メチノレは品質の良い安定した農産物の生産に大き

く貢献してきたが，その裏では確実に環境破壊を招

いてきた.さらに，最近では他の化学農薬において

も環境への影響と食品の安全性について多くの問

題が指摘されている圏内で消費されるほとんどの

食料を海外に依存しているが故に生じるわが国の

食糧事情の欠点も露呈してきている.農薬使用の過

多が環境負荷を生じていることが明らかとなって

きた今，化学薬剤に頼りすぎる栽培体系を見直し，

自然界の均衡摂理に基づく生態系の仕組みを巧み

に利用した安全な安定的栽培体系を構築していか

なければならない.抵抗性品種の利用に加え，植物

ウイルスワクチンのような生物的防除法を併用す

るなどの自然に優しい環境保全型農業技術の提案，

実用化を進めていくことがこれからのわれわれに

課せられた使命である.
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