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安 定したイチゴ生産を支えるウイノレスフリー苗検定技術

山村真弓*・中村茂雄*

〔キーワードJ イチゴ，ウイルスフリー苗，ウイ

ノレス検定，遺伝子診断， RT-PCR 

1 .はじめに

イチゴのウイルス病は， 1920年代に海外で初めて

報告され，海外での研究が 1950年代に国内で紹介

されて関心が高まり，ようやく国内でも研究が始

まった.1966年，高井の報告により，わが国のイチ

ゴの多くがウイノレスに感染している実態が明らか

にされ，それまで原因不明とされていたイチゴの退

化現象，革勢や生産力の低下の主要因となっている

のは，ウイルス感染であることが判明した.その後，

各地域の試験研究機関等がウイルスフリーを作

出・栽培して増収効果を確認し，自治体等が主導し

てウイルスフリー苗の供給体制が整い，今日の安定

した生産に至っている.

2. イチゴの ウ イ ル ス 検 定 法

イチゴのウイルス研究の進歩は，接ぎ木検定法の

開発によるものである.栽培イチゴは顕著なウイノレ

ス症状を示さないため病気j としては認識され

にくい.そこで，ウイノレス感受性の高いイチゴ野生

種(指標イチゴ)に栽培イチゴの組織を接ぎ木する

ことによってウイルスを接種し，指標イチゴに現れ

たウイルス症状によって診断するものである.

Bringhurstら(1956) によって考案された小葉接ぎ

木法は，次のように行う.被検体イチゴから若い成

葉をとり，左右の小葉を除いて中央の小葉だけ

1. O~ 1. 5 cmの葉柄を付けて残し，これをくさび形

に削って接ぎ穂とする.指標イチゴは，中央の小葉

を除き，葉柄の中央部を1.O~ 1. 5 cm切り下げて，

この間に被検体の接ぎ穂を挟み，毛糸で接合部を巻

いて，乾燥防止のためワセリンを塗る(図 1a).接

種後はミスト室等の湿度の保てる環境で管理し，

1~2 カ月後に現れる病徴を目視診断する(図 1b) . 
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図 la 小葉を接ぎ木した指標イチゴF. vesca EMC 

矢印が後ぎオーした被検体

図 lb SMYEVの症状を現した
指標イチゴF. νescaEMC 

特徴約な車工芸喜をE設す

この方法は，広く世界に普及し，イチゴウイルス検

定法のスタンダードとして，ウイルスフリー苗生

産・供給体系を支えている.

3. 宮城県における

ウイルスフリー芭供給体制

宮城県では，全国に先駆けて 1974年(昭和 49年)

4月に県の独立した試験研究機関として原種苗セン
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図 2 宮城県におけるウイルスフリー苗供給体制

ターを設置し，イチゴウイルスフリー苗の育成と供

給・配付を開始した.現在では図 2の体系でと

ちおとめJ， IさちのかJ， IもういっこJの3品穏

のウイルスフリー苗の供給体制を継続しており，宮

城県最大の毘芸品目であるイチゴ生産の根幹技術

となる鍾良菌の確保を支えている.すなわち，宮城

県農業・閤芸総合研究所バイオテクノロジー開発部

が基核苗(母株より採取した無病苗の県独自の呼

称)を育成し，基核苗の有償配付を受けた(社)みや

ぎ原穫苗センターが， 1次(原原苗)， 2次(原苗)

増殖し，原苗から原種菌センター内と外部委託増殖

留で毅株を生産し，イチゴ生産者に配付している.

基核詰の供給から親株配付まで約3年を婆する体系

で，毎年安定して生産者に配付できる体制である.

イチゴ生産者は， 10月下旬から 11月上旬に配付さ

れる親株を増殖し，翌年作付けのための生産株を育

成している.

基核萄育成は，許諾契約を結んだ育成元より導入

した母株を専用の隔離混室で栽培維持し， 6~7 月に

ランナー繁殖により得られた子苗を鉢受けして育

成する.例年，基核苔として 20株の無病苗を配付

しているが，そのために約 200株の子苗を育成し，

そのうち約 60株について 3種類の指標イチゴ

(Fragaria vesca EMC， F. vesca UC-5，およびF.

virginiana)を利用した小葉接ぎ木法によりウイルス

病検定を行い，合格したものの中から約 20株を選

抜して配付している.基核菌は，ウイルス検定と同

時に切り取り小葉を用いた簡易検定法(石川iら

1992)で、炭症病菌に汚染されていないことを確認し，

さらに品種の取り違えを防ぐ目的で DNAマーカー

を用いた品種競定も行い，品種・品質の確実な穣苗

供給のために万全の態勢をとっている.

4. 小葉接ぎ木によるウイルス

検定から遺伝子診断への転換

小葉接ぎ木法によるウイルス検定は，広く行われ

信頼性の高い方法となっているものの，接ぎ木から

結果が判明するまでlカ月以上要するので迅速性に

欠ける.さらに，接ぎ木作業の労力，指標イチゴの

維持管理のために栽培施設と労力を要することか

ら，事業の効率化の面でも改善の必要に迫られてき

た.また，海外で発生する新たな病原ウイノレス

(Martin and Tzanetakis 2006) など，検査対象病害

の多様化に対応するためにも，ウイルス検定を遺伝

子レベルの手法に転換する必要があった.

宮城県において検定対象としているウイルスは，

イチゴクリンクルウイルス (SCV)，イチゴモット

ノレウイノレス (SMoV)，イチゴマイルドイエローエッ

ジウイノレス (SMYEV) ，イチゴベインパンディン

グウイルス (SVBV)の 4種である.いずれのウイ

ルスについても，数分離株のゲノム塩基配列がデー

タベース上に主主録され， RT-PCR法による遺伝子診

断法が報告されている (Thompsonら 2003).しか

し，この方法はウイルス RNA抽出に市販のキット

(630円/検体)を用いて純度の高い即-TAを抽出し，

貯..rAから cDNAを合成する逆転写反応 (RT) と，

それを鋳型とした PCRを別々のステップとして行

うもので，やや煩雑で、経費の商でも負担が大きい.

そこで， RNA抽出を安価に，かっ簡略化し，逆転

写反応と PCRを 1本のチューブで行うワンステッ

プキットを用いる以下の方法に改良した.

<ステップ 1>試料調整(1 5分-)

イチゴ 1株あたり葉 50mg程度を採取. 250ドL

の50mM Tris-HCl (pH 7. 5)緩衝液を加えて磨砕

し， 10分間煮沸.

<ステップ 2>遺伝子増幅(約 2.5時間)

廃砕汁液を同緩衝液で 20倍(最終 100倍希釈)
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に希釈し， RT-PCR反応液(キアゲン社 une-step

RT-PCR Kit) 20 JlLあたり 1JlL加える.

< ステップ 3>分離・検出(約 1持関 )

反応液を 2%アガロースゲ、ル竜気泳動により分離

し，染色してウイルス増幅産物を検出する.

試料調整は， Uga (2005)による方法を採用した.

この方法は，葉組織を緩衝液中で磨砕した汁液を適

宜希釈するだけで遺伝子診断の鋳型試料となり，簡

便で誰が行っても失敗がない.また，費用もごくわ

ずかであり，多検体を実施するのに適しているだけ

でなく，本試料を用いた RT-PCR法によるウイルス

検定は，生物検定や抗血清を用いた ELISA法より

も感疫が高い.ただし，細胞磨砕液そのものを鋳型

とするため，希釈倍率の低い試料を用いた場合，細

胞内に含まれる反応阻害物質の混入も多くなり，反

応を阻害する.イチゴの場合は， 10倍希釈では反応

が臨容され， 100~ 10，000倍の検出効率が高く，

100 ， 000~1 ， 000 ， 000 倍希釈まで検出可能であった.

SCVを除く 3種ウイルスは，原法による抽出で安定

して検出が可能で、あったが， SCVに関しては再現

性・検出感度が低かったため，r十液調整後ただちに

10分間煮沸する改良を加えたことにより，安定した

結果が得られるようになった.なお， Uga法よりや

や操作が多くなるが， Suehiroら(2005)による試料

調整法も，経費がかからず，安定した検定結巣が得

られた.

プライマーは， Thompsonら (2003) の 4組合せ

のうち， SCV， SMoV， SMYEVの 3種については

間報告の組合せ， SCV deta : cattggtggcagacccatca ， 

SCV detb : ttcaggacctamgatgaca， SMo V deta : taagcgaccac 

gactgtgacaaag， SMo V detb: tcttgggcttggatcgtcacctg， SM 

YEV deta : gtgtgctcaatccagccag， SMYEV detb : catggcactc 

attggagctgggを用いたが， SVBVについては，間報

告のプライマーセットでは増幅産物が得られなかっ

たため，新規に SVBV2255F2:ccgaagacaactcattgaagaatggg 

と SVBV27OOR: cgagtacttccatcccaacaaagggをデザイ

ンして用いた.これらを用いることにより， SCV 

345bp， S為10V219bp， SMYEV 271bp， SVBV 446bp 

の増幅建物が得られ， 2%アガロースゲノレ電気泳動

により，明瞭に識別できる(臨 3) .本プライマー

セットを用いて，接ぎ木検定によりウイルス陽性と

診断された個体を検定したところ，いずれの株も遺

信子診断で同一の結果が得られ，本検定の妥当性が
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殴 3 遺伝子増嬬産物のアガロースゲル電気泳動
パターン

4種ウイルス混合感染イチゴ主義を試料として，各ウイルス
に特異的なプライマーで検出した.

示された.なお，それら増騒が見られたウイルス遺

伝子の塩基配列はデータベース上のオランダ¥ドイ

ツや中国の分離株と 98~99%の高い棺間性が認め

られた.

約 60株の検定を 4種のウイルスについて別々に

行うと， RT-PCR反応チューブは 240本となる.通

常の電気泳動ゲ、ノレも 10枚以上必要で、ある.これを

省力・経費節減するためには， 4つの反応を 1本の

反応チューブで行うマルチフ。レックス化を行うこ

とが一般的である.当初， 4種のマルチプレックス

を検討したが，再現性に問題があるため，検体のバ

ルク化による省力化を実施している.本ウイノレス検

定の目的は，闘場での感染調査ではなく，厳密に管

理された環境下で養成されたウイルスフリー苗の

確認である.したがって，集団がすべて陰性である

ことを確認できればよいため，試料液は個体ごとに

調整するものの， RT-PCR反応液に加える磨砕液は

ひとまとめにしたパノレクでよい.ウイルス感染個体

の磨砕液を，健全個体の磨砕液で希釈してよ記方法

で各ウイノレスの検出を試みたところ， 100~1 ， 000 

倍の希釈でも検出可能であった. したがって， 60 

個体の磨砕液をすべてまとめても，その中に l個体

でもウイルス感染個体があれば検出できる感度は

維持できる.現夜の規模で検定するかぎり，最低 4
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本，すなわち 4種のウイノレス各 1本ずつの反応液で

済み，すべての作業を一人 l日で完了する.作業労

力的にも経費的にも従来の接ぎ木検定とは比較に

ならないほど効率化が達成されている.

おわ り に

2008年度配付の基按苗は，従来の小葉接ぎ木法と

上記の遺伝子診断を併用した形でウイノレス診断を

実施し，いずれの反応でも陰性の株のみを選択して

無病苗として配付している.今後 2~3 年は，小葉

接ぎ木法と遺伝子診断の併用で検定し，問題が生じ

なければ人的にも経済面でも効率的な遺信子診断

に完全移行する予定である.

宮城県のイチゴ栽培は，昭和初期に県南部海沿い

の冬季温暖な地域に導入された露地栽培が始まり

とされ，現夜では品質・収量が安定している施設栽

培へと移行し，東北ーのイチゴ産地を形成している.

2006年度では，作付面積 187ha (全国第 12{立)， 

出荷量 5，800t (関 10位)，産出額 60イ意円で，県

の野菜産出額の 22%を占める最重要品目となって

いる.そのため当研究所では県のオリジナル品種

「もういっこJ， iサマーキャンディ」などの育成

や宮城型高設養液栽培システムの開発など多彩な

研究を展開し，さらなる生産振興の技術摘発を進め

ている.

産地の維持・発展にかかせないウイルスフリー苗

供給は，品種の変遷等への対応も考慮しながら，今

後も生産者が安心して栽培に専念できるよう展開

していく.
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