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はじめに

　2006 年、広島県内の施設栽培トマトにおいて

上位葉の退緑、萎縮、黄化、えそを伴う葉巻症

状が発生した。その病原体は、国内初のTomato 
chlorotic dwarf viroid (TCDVd) であることが確認さ

れ (Matsushita et al., 2008)、トマト退緑萎縮ウイロ

イドと命名された（図 1）。本病原体は、植物防

疫法上の規制対象病害として「特定重要病害虫」

のひとつに指定されているポテトスピンドル

チューバーウイロイド (Potato spindle tuber viroid; 
PSTVd) の塩基配列と 85 ～ 89% の相同性を示す

同じポスピウイロイド属内の近縁種である。

TCDVd は少なくとも 4 科 22 種の植物に全身感

染するが、それらの内トマトとNicotiana glutinosa
（花弁の斑入り）以外は無病徴である。また、世

界的には PSTVd や TCDVd と同属で国内未発生

のウイロイドは他に数種類報告されている。従っ

て、今後、国内未発生の他のウイロイドが輸入

植物の体内に紛れて我が国に侵入してくる可能

性は十分想定される。このようなことから、こ

れらウイロイドの水際での防疫が国内農業の安

定生産に極めて重要になる。

ポスピウイロイド

　ウイロイドは環状 1 本

鎖 の 裸 の RNA（246 ～

399 塩基）からなる病原

体であり、感染した宿主

植物細胞内の遺伝子転写

系に便乗して親 RNA か

ら子孫 RNA を自律的に

複製・増殖する。また、

ウイルスとは異なり、ゲ

ノム遺伝子を包む外被タ

ンパク質をもたず、また

そのゲノムはタンパク質

を一切コードしていな

い。本病原体の伝染様式

は物理的接触に限られ

る。国際ウイルス分類委

員 会 の 第 8 次 報 告 

(International Committee on Taxonomy of Viruses) で

は、現在のところ 2 科、7 属、28 種のウイロイ

ドが登録されている（佐野 2007）。その中でポ

侵入警戒を要するポスピウイロイドの特徴と検出
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ス ピ ウ イ ロ イ ド 属 に は、TCDVd、PSTVd、

Tomato apical stunt viroid (TASVd)、Tomato planta 
m a c h o  v i r o i d  ( T P M V d ) 、M e x i c a n  p a i t a 
viroid (MPVd)、Citrus exocortis viroid (CEVd)、
Chrysanthemum stunt viroid (CSVd)、Columnea 
latent viroid (CLVd)、Iresine viroid 1 (IrVd) が分類

されている（佐野 2007）。また、2009 年には新

たに Pepper chat fruit viroid (PCFVd) が報告され

た。今のところ、TASVd、TPMVd、MPVd、CLVd、

PCFVd は国内未発生である。

ポスピウイロイドの分類同定

　ポスピウイロイド感染により発症するトマト

の病徴は、主に葉の退緑や黄化、植物体の萎縮

等である（Singh et al., 2004; Antignus et al., 2007、

図 1）。しかし病徴は、トマトの品種や栽培時の

気温によっても変化し、またウイロイドの系統

によってもその強弱が認められるため、外観に

よる判断は 1 つの目安にすぎない。また、トマ

ト以外のナス科植物もポスピウイロイドの宿主

となるが病徴はほとんど認められない不顕性感

染である。ウイロイドの検出にはハイブリダイ

ゼーション法や RT-PCR 法、RT-LAMP 法などの

遺伝子検定法があるが、

最近では特定の対象とな

るウイロイドを検出する

場合は、特異的プライ

マーを用いた方法が用い

られることが多い。ただ

し、国内未発生のポスピ

ウイロイドを検出するこ

とを想定した場合、オラ

ン ダ の Verhoeven ら

（2004）が行っているよ

うに、CLVd を除く全て

のポスピウイロイドを検

出するプライマーセット

(Pospi1-FW/Pospi-RE) を

用いた RT-PCR 検定法と

そ の 増 幅 さ れ た cDNA
の塩基配列の解析が効果

的である。以下に、今後海外からの侵入警戒を

要するポスピウイロイドの特徴とそれらの発生

状況について述べる。

図１．トマト退緑萎縮ウイロイド (TCDVd)
を接種したトマトでの全身感染症状
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ポテトスピンドルチューバーウイロイドとトマ

ト退緑萎縮ウイロイド

　PSTVd は植物防疫法上の規制対象病害として

特定重要病害虫のひとつに指定されている。検

定植物も含めた宿主範囲はヒユ科、キク科、ナ

ス科、ムラサキ科、キキョウ科、ナデシコ科、

ヒルガオ科、マツムシソウ科、ムクロジ科、ゴ

マノハグサ科、オミナエシ科など広範囲である

(Singh et al., 2004)。近年では、トマトやその他の

ナス科の園芸植物から検出された報告が多数あ

り、例として、ベルギー (Mumford et al., 2004) や

イギリスのトマト (Verhoeven et al., 2007)、チェコ

の Solanum jasminoides や Brugmansia spp.(Mertelik 
et al., 2009)などが挙げられる。また、過去にペルー

のアボカドからも検出されている (Querci et al., 
1995)。RT-PCR 法の検出プライマーセットとして

は、P3/P4(Behjatnia et al., 1996) が有効とされてい

るが、これは病原体が TCDVd でもほぼ同じサイ

ズのバンドを増幅するため、検定後に塩基配列

の解析等の確認作業が必要となる。

　TCDVd はナス科とキク科等を宿主とするウイ

ロイドであり、トマトやペチュニア、バーベナ

などでの発生が報告されている。本ウイロイド

の宿主範囲や特徴などの詳細については、松下

ら（2010）の総説を参考にされたい。

トマトアピカルスタントウイロイド

　TASVd は感染トマトにおいて頂芽の伸長停止

や葉の黄化等を引き起こす。宿主植物はキク科

やナス科等である (Singh et al., 2004)。近年では、

2002 年にイスラエルのトマト (Antign us et al., 
2002) で、2007 年にセネガルのトマト (Candresse 
et al., 2007) で発生が報告されている。また、高頻

度に種子伝染することが知られている (Antignus 
et al., 2007)。
コルムネアラテントウイロイド

　CLVd は、日本未発生のウイロイドで、本病原

体 の 命 名 は イ ワ タ バ コ 科 の 植 物 Columnea 
erythrophae から分離されたことに起因する。

CLVd は野生宿主のC. erythrophae では無病徴であ

るが、トマトやジャガイモに感染すると PSTVd
と類似した病徴を示す。因みに、トマトでは葉

の黄化と葉のねじれ等が発生する (Nixon et al., 
2009; Steyer et al., 2009)。CLVd の宿主範囲はトマ

ト や ジ ャ ガ イ モ の 他 に Gynura aurantiaca、

Brunfelsia undulata、Nematanthus wettsteinii 等が知

られており (Verhoeven et al., 2004)、これらの園芸

作物が感染源になっていると考えられている。

近年の発生状況は、2004 年のオランダとベルギー

のトマトで (Verhoeven et al., 2004)、2007 年にイギ

リスとフランスのトマトで発生が確認されてお

り (Nixon et al., 2009; Steyer et al., 2009)、今後、上

記の宿主等と共に国内への侵入が危惧されるウ

イロイドのひとつである。機械接種による伝染

は可能であるが、種子伝染については現在のと

ころ報告はない。CLVd 検出用プライマーセット

として、pCLV4/pCLVR4(Spieker et al., 1996) が報

告されている。
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