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1. はじめに

農研機構・遺伝資源研究センター・ジーンバンク（農業生物資源ジーンバンク）では，微生物を長期間活

性のある状態で維持保存し，研究や病害防除対策の検討等に利用される方々に広く配布している．1985 年に

ジーンバンク事業が発足すると同時に，植物ウイロイドも保存・配布の対象として含められ，その活動が開

始された．それ以来，四半世紀以上経過した 2021 年 2 月現在，植物ウイルスに関しては 93 種 437 株が，

ウイロイドは 11 種 18 株が公開され，長期保存・一般配布の対象となっている（農業生物資源ジーンバン

クの HPより）．

植物ウイルスについては，本マニュアルシリーズの No.31「植物ウイルスの特性とその保存について」で

紹介しており,本解説ではウイルスよりさらに小さい病原「ウイロイド（Viroid）」について解説する．ウイ

ルスとウイロイドは，大きさや特性等で大きく異なる植物病原ではある．しかし，基本的特性や取扱法等に

共通する点もあり，ウイルスで紹介済みの点はできるだけ重複を避けるように努めたので,共通する点につ

いては No.31 のウイルスに関する解説を参考にして頂きたい（花田，2012）．本マニュアルでは，はじめに

ウイロイド全般について紹介し，次に作物に大きな被害を与えているウイロイドについて個別に紹介する．

2. ウイロイドとは何か

1） ウイロイドとは

植物に病気を引き起こす病原は，糸状菌，細菌，ウイルス及びウイロイドに大別される．それらの中で最小

のものがウイロイドである．ウイロイドは裸の核酸（RNA）のみという，ユニークな病原である．ウイ

ロイドは植物にしか感染せず，自らに必要な遺伝情報しか持っていないためにウイロイドのみで増える事は

できず，自分に適合した生きた植物（宿主）の体内に入る事によって初めて増殖する事ができる．ウイロイ

ドは目には全く見えないのに，侵入した農作物に種々の異常を引き起こして，様々なレベルの被害を与えて

おり，特にジャガイモ，トマト，カンキツ，ココヤシ，キク，ホップ等様々な世界の農作物に甚大な被害を

引き起こしている重要病原である．その一方で，ウイロイドは無病徴感染を引き起こす場合も多い．そし

て，これらの感染植物体から，同種の他植物体あるいは感染可能な他種の植物体へ次々に伝染して広がって

いく．それゆえ，ウイロイドによる病害（ウイロイド病）は農業にとって大きな生産阻害要因となっている．

このようにウイロイドは世界中の農作物の安定供給の妨げとなっており，その発生は拡大しているが，ウイ

ロイドに対する有効な対策は，多くの場合まだ確立されていないのが現状である．

ウイロイドは，それまでに最小の病原とされていたウイルスよりさらに小さい世界最小の病原として，

1971 年に，USA の T.O.Diener により，ジャガイモの新病原として世界で初めて発見された（Diener, 
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1971）．その際に用いられたウイロイドが，今日でもウイロイドの代表であるジャガイモやせいもウイロイ

ド（Potato spindle tuber viroid），略して PSTVd であった．ウイロイドはウイルスに似ているが，本質的

に異なる特徴があるために‘ウイルスもどき’という意味で，ウイロイド（Viroid）と発見者によって命名

された．またウイロイドが最小の植物ウイルスよりずっと小さくて，その 1/10 以下の大きさのゲノムしか有

していない事，RNA のみの病原であっても植物に感染するとウイルスと同様に複製増殖できる事が証明され

たのである．その後，1979 年に PSTVd とは特性の大きく異なるアボカドサンブロッチウイロイド［Avocado 
sunblotch viroid (ASBVd)］が発見された（Flores et al., 2000）．以下，ウイロイドは略称で示す（種名は

表 1 を参照）．

CGGAACTAAACTCGTGGTTCCTGTGGTTCACACCTGACCTCCTGAGCAAAAAAGAAAAAAGATAG
GCGGCTCGGAGGAGCGCTTCAGGGATCCCCGGGGAAACCTGGAGCGAACTGGCAAAAAAGGAC
GGTGGGGAGTGCCCTAGCGGCCGACAGGAGTAATTCCCGCCGAAACAGGGTTTTCACCCTTCCT
TTCTTCGGGTGTCCTTCCTCGCGCCCGCAGGACCACCCCTCGCCCCCTTTGCGCTGTCGCTTCGG
CTACTACCCGGTGGAAACAACTGAAGCTCCCGAGAACCGCTTTTTCTCTATCTTCTTGCTTCCGG
GGCGAGGGTGTTTAGCCCTTGGAACCGCAGTTGGTTCCT

A． PSTVd の塩基配列 361bp（Burdock strain : GenBank M88678.1 より）

TTTATTAGAACAAGAAGTGAGGATATGATTAAACTTTGTTTGACGAAACCAGGTCTGTTCCGACT
TTCCGACTCTGAGTTTCGACTTGTGAGAGAAGGAGGAGTCGTGGTGAACTTTTATTAAAAAAATT
AGTTCACTCGTCTTCAATCTCTTGATCACTTCGTCTCTTCAGGGAAAGATGGGAAGAACACTGAT
GAGTCTCGCAAGGTTTACTCCTCTATCTTCATTGTTTTTTTACAAAATCTTG

B．ASBVd の塩基配列 247bp（Australian Isolate : GenBank NC_001410 より）

図 1.　代表的なウイロイドの全塩基配列

ウイロイドは，その遺伝子本体である 1 種類の RNA のみから構成されている．代表的な 2 種類のウイロ

イドの配列を図 1 に示した．このような配列がつながって環状になっただけのものがウイロイドであり，

タンパク質や脂質等他の成分は全く持っていない，実にユニークな病原である．植物ウイロイドに含まれる

核酸成分は RNA であり，DNA をもつものは見つかっていない．また，ウイロイドの RNA はタンパク質

をコードしていないのも大きな特徴である．ウイロイド RNA はそれ自身がウイロイド本体であり，自らが

増殖できる植物に感染すると，植物に存在している RNA 複製酵素に指示してウイロイド RNA をどんどん

作らせる．増殖したウイロイドは，感染した細胞から原形質連絡を通って他の細胞に移行し，植物体内にあ

まねく広がり，次の植物を求めて外に出ていくこととなる．その時にウイルスでは，ウイルス自身に合った

保護タンパク質［外被タンパク質，Capsid protein (CP)］を持っていて，ウイルスの遺伝子を周囲の厳し

い環境（例えば RNA 分解酵素や酸化酵素，過湿や乾燥等）から守ってくれる．一方，ウイロイドは裸の

RNA であり，その RNA を保護するタンパク質は全く持っていないために，自らの RNA が持つ安定な高次

構造によって自分の遺伝子を守るしかない．

侵入した植物個体で増えただけでは，ウイロイドはその細胞や植物体の死とともに途絶えてしまう事にな

る．それを防ぐために増殖したウイロイドは他の宿主個体に移る必要があり，他の植物体に移る事がウイロ

イドの伝染である．伝染によってウイロイドは次の個体で増える事が可能となり，最初に増殖した宿主個体

が死滅してもウイロイドは途絶えないですむ事となる．これらのサイクルを繰り返す事でウイロイドの伝染

環がつながり，ウイロイドは消えてしまうことなく存在しつづける事ができる．
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2） ウイロイドによる被害の概要

2020 年に改訂された日本植物病理学会の病名目録から集計すると，わが国の作物の中で発生するウイロ

イドの種類が複数ある植物は，カンキツ，リンゴ，ホップ，ブドウ，トマト，キク，ダリア，コリウスの 8
種である．特に，カンキツ，リンゴではウイロイドの種類が多く，ウイロイド病は重要である．ウイロイド

の種類は多くはないが，トマトやキクでは発生すると多発しやすく重要である．最近になって，ナシ，カキ

でもウイロイドが見つかってきている（Sano et al., 1997; Ito et al., 2013）．また，コリウスでは 2 種の，ダ

リアでは 3 種のウイロイドの発生が確認された（石黒ら，1996; Tsushima et al., 2011; Nakashima et al.,
2007）．

ウイロイドは植物に感染すると通常は 2 週間から 2 か月程度で増殖し，やがて発病する．木本植物では，

発病に数年を要する事もある．ウイロイドによる病徴は多種多様であるが，最も多いのは矮化やモットル症

状である．矮化は背丈が低くなる症状であり，モットルは葉脈と関係なく生じる退色症状である．果樹に感

染すると，果実に特徴的な斑紋症状や着色異常がみられる事もある．ウイロイドによる植物の代表的な病徴

写真を図 2 に示す．一方，全く病徴を出さない無病徴感染をする組合せも多くあり，その場合には，感染

植物には被害はほとんど出ない．しかし，病徴が出ないとウイロイド感染が見落とされてしまい，病徴を生

じる他種植物への伝染源となるので，注意が必要となる．ウイロイドの病徴の中で，葉や茎に現れる病徴と

しては，モットル（Mottle），矮化（Stunt），萎縮（Dwarf），黄斑（Yellow spot）等がある．木本植物の病

徴としては，葉の下垂（Epinasty），モットル，樹皮の剥離（Exocortis）などがある．果実表面にはモット

ル症状が現れ，リンゴ等でその外観から，さび果・ゆず果・斑入果等と呼ばれる．ウイロイドは，感染植物

体内で増殖し，野外やハウス等で植物から植物へと次第に広がっていくが，特に圃場やハウスでは，植物の

生育や品種までそろっているので，栽培されている植物に感染できるようなウイロイドにとっては，信じら

れないほど有り難い好条件となりかねない．日本でもトマトのウイロイドがあっという間に広がってハウス

全体に感染した例がある．

 【ミニコラム：ウイロイドは裸で気楽だが，いろいろ大変だ】

植物ウイルスは自身のコートや洋服に相当する，自分がデザインしたピッタリの CP を持っており，

遺伝子 RNA はそれを被っていて，多くの場面で助けてもらえている．最たる支援は外部の攻撃からの

保護と媒介支援の獲得である．ウイルスは CP があるから伝搬してくれるアブラムシ・コナジラミ・

菌・線虫等の口針・受容体にうまくくっついて，体内に安全に入る事ができ，また体外に安全に出て

いく事もできるのである．一方，裸で気楽と思われるウイロイドは，自身のタンパク質の遺伝子も

コートも一切，持っていないので，そうはいかない．RNA だけでも複製酵素等限られたタンパク質と

は反応できるが，他の色々な蛋白質と反応できないから，外部の攻撃からの保護や媒介支援は期待で

きない．自分で自分をしっかり守っていくしかない．また，伝搬されるのには，じっとそのチャンス

を待つしかないというのも大変だ．この差が，現在のウイルスとウイロイドの発生植物の幅や頻度の

差につながっているのかも知れない．裸はつらいけど，自由度が大きい点もありそうだ．最近の研究

によれば，植物宿主のタンパク質もウイロイド核酸にはくっついていないらしい．
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3. ウイロイドの分類と多様性

1） ウイロイドの命名法

ウイロイドの命名及びその分類学的所属の決定は，ウイルスと同じく，研究者が ICTV（International 
Committee on Taxonomy of Viruses）に提案し，委員会のメンバーと協議して，わかりやすく，かつ数字等

で明確に表示できる塩基配列の相同性や生物学的特性を基準として合理的に決定されている．新種候補が見

つかれば，その基準にそって検討され新種として認定される．新種認定の基準となる塩基配列の相同性の数

値は決定されており，90％未満のウイロイドが見つかれば原則として新種となる．科属ごとの分類基準は，

個々の分類単位で少しずつ異なっており，ICTV の分類基準に掲載されているので，最新の ICTV の HP 
(https://talk.ictvonline.org/) を参照されたい．

ウイロイドは，RNA のみという極めて特異な性状を持つ事から，一般の生物で広く採用されている 2 名法

はなじまないということで，ウイルスと同様に以下の 3 つを順番に並べた名称でよばれている．なお，表記は

ラテン語ではなく，英語である．

 【感染植物名】～【代表的な病徴の種類】～【ウイロイド】

例えばキクの背丈を低くするウイロイドは「キク～矮化～ウイロイド」，すなわちキク矮化ウイロイドで，

英名は Chrysanthemum stunt viroid である．なお，略称は○○ Vd と表記し，略称はイタリックにはしな

い．例えばキク矮化ウイロイドは CSVd とする．以前は，ウイロイドの略称も最後を V としていたが，最後

が V ではウイルスと混同するため，現在ではウイロイドは Vd と略記される事となっている．種名ばかりでな

く，科名や属名も同様に ICTV で承認されたものはイタリック表記とする．一方，未認定のウイロイドはロー

マン体で表記される．本解説でも，以降は ICTV 承認済みのウイロイドの種名は，すべてイタリック表記とす

る．

A B C

D E F

C

図 2．ウイロイドによる代表的な植物の病徴．

A：トマト黄化委縮症状，B：キクの典型的な黄斑，C：キクの矮化症状（原図：青森県産業技

術センター野菜研究所　近藤亨），D：柑橘検定品種エトログシトロンの葉の下垂と Epinasty
（原図 : 農研機構果樹茶業研究部門　伊藤隆男），E：柑橘台木カラタチの亀裂と剥皮（原図 : 農
研機構果樹茶業研究部門　伊藤隆男），F：リンゴ果実の異常（さび果）（原図 : 農研機構果樹茶

業研究部門　伊藤伝）．
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日本での植物ウイルスやウイロイドの新種の和名は，新種の発見者が日本植物病理学会の植物ウイルス分

類委員会に提案し，そこで審査されて決定される．この学会が発行している病名目録には，最新の和名も含

めてすべて掲載され，随時更新されている．日本のウイロイドの分類と特性の概要については，日比・大木監

修の「植物ウイルス大事典」によくまとめられている（日比・大木，2015）．ウイロイドの数が多くて複雑な

果樹ウイロイドについては，家城編集の「原色果樹のウイルス・ウイロイド病」に写真付きで整理されている

（家城，2002）．一方，英名については ICTV で同様に決定されており，その内容は随時更新されている．ま

た，その詳細は ICTV が 2011 年に発行した‘Virus Taxonomy’（King et al., 2011）で知る事ができる．

 

2） ウイロイドの分類

ICTV（2019 年版）によると，世界のウイロイドは 2 科（Family）8 属（Genus）33 種（Species）に分

類されている（表 1）．この数は植物ウイルスに比べるとかなり少ないが，遺伝子が裸で，強固な安定した高

次構造を必須とする限り，変異の幅が大きく限定されているためであろう．2 つの科というのは，Avocado 
sunblotch viroid を代表とするアブサンウイロイド科（Avsunviroidae）と，Potato spindle tuber viroid が

代表のポスピウイロイド科（Pospiviroidae）である（Flores et al., 2011）．これらの 2 科に属するウイロイ

ドの大きな相違点は，前者のアブサンウイロイド科のウイロイドが，中央保存配列を持たず，リボザイム活

性（RNA の構造自身で RNA を切断する活性）を有し，葉緑体内で複製されるのに対し，後者のポスピウイ

ロイド科のウイロイドは，中央保存配列を持ち，リボザイム活性はなく，核内で複製される事である．一般

に，アブサンウイロイド科に属するウイロイドは感染する植物の種類が少なく，宿主範囲が狭いのに対し，

ポスピウイロイド科のウイロイドは宿主範囲が広いものが多い．例えば，PSTVd は，実験的には 160 種の

植物に感染する．HSVd は，ホップ，カンキツ，ブドウ，スモモ，ピスタチオ等に発生（Elleuch et al., 2002）
して被害を与えており，農業上，特に重要なウイロイドとなっている．

世界のアブサンウイロイド科は 3 属に，ポスピウイロイド科は 5 属に分類されており，各属にはそれぞれ

1～10 種のウイロイドが見つかっている．ICTV で公認されるまでは暫定種とされる．なお，ウイロイドで

は全ゲノム塩基配列が 90％以上同じであれば，原則として同一種の変異体として扱われる事に決められてお

り，別種とはならない．植物ウイロイドの種は，最近になって世界中で増えてきており，特にトマトや栄養

繁殖性の果樹で多く見つかっている． 1 つの種を，ウイロイド遺伝子の一部の塩基配列等の違いによってさ

らに分ける事が必要な時や，特殊な病徴を示すウイロイド株や特定の植物に感染するウイロイド株・集団を

区別したい時には，□□ウイロイドの○○系または○○系統とよぶ．例えば，PSTVd の強毒系や弱毒系等と

する．表 1 に ICTV で公認されている世界のウイロイドの一覧を示す．

 【ミニコラム：ウイロイドやウイルス名をどう記載するか】

　ウイロイドやウイルスの名前をどう記載するか．調べてみると，なかなか面白い．「ポスピ」や「ア

ブサン」（リキュールを連想するかも）という言葉は日本人にはあまりなじみがない．しかしこれらは

Potato spindle tuber や Avocado sunblotch が由来であると知ると覚えやすい．また文章中で同じウイ

ロイドやウイルスの事が書かれているのに，イタリック体だったりローマン体だったりタイプミスでは

ないかと思うこともある．これは ICTV に認定された種名はイタリック体，未承認はローマン体という

ルールに加え，分類上の種名はイタリック体だが，通常使用する名称はイタリック体ではない，という

規定があるためである．ウイルス，ウイロイドの学名は英名と同じという事情もあり（Homo sapiens
と Human なら混乱する人は少ないだろう），専門家ではない人には非常にわかりにくい．そのため

だろうか，ICTV でも大文字と小文字の使い分けも含め，例示して説明されている．興味のある人は

ICTV の「How to write virus, species, and other taxa names」を参照されたい．
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表 1.  世界で発生している主なウイロイド（2 科 8 属 33 種）

科名 属名（種数） 種名（略称） 主な発生作物

Avsunviroidae  Avsunviroid (1)   Avocado sunblotch viroid (ASBVd) アボカド

Elaviroid (1) Eggplant latent viroid (ELVd) ナス

Pelamoviroid (3) Apple hammerhead viroid (AHVd) リンゴ

Chrysanthemum chlorotic mottle viroid 
(CChMVd)

キク

　 　 Peach latent mosaic viroid (PLMVd) モモ

Pospiviroidae Apscaviroid (10) Apple dimple fruit viroid (ADFVd) リンゴ

Apple scar skin viroid (ASSVd) リンゴ

Australian grapevine viroid (AGVd) リンゴ

Citrus bent leaf viroid (CBLVd) カンキツ，アボカド

Citrus dwarfing viroid (CDVd) カンキツ

Citrus viroid V (CVd-V) カンキツ

Citrus viroid VI (CVd-VI) カンキツ

Grapevine yellow speckle viroid 1 (GYSVd-1) ブドウ

Grapevine yellow speckle viroid 2 (GYSVd-2) ブドウ

Pear blister canker viroid (PBCVd) ナシ

         Cocadviroid (4) Citrus bark cracking viroid (CBCVd) カンキツ

Coconut cadang-cadang viroid (CCCVd) ココヤシ

Coconut tinangaja viroid (CTVd) ココヤシ

Hop latent viroid (HLVd) ホップ

Coleviroid (3) Coleus blumei viroid 1 (CbVd-1) コリウス

Coleus blumei viroid 2 (CbVd-2) コリウス

Coleus blumei viroid 3 (CbVd-3) コリウス

Hostuviroid (2) Dahlia latent viroid (DLVd) ダリア

Hop stunt viroid (HSVd) ホップ，カンキツ，ブドウ，

スモモ

Pospiviroid (9) Chrysanthemum stunt viroid (CSVd) キク，シネラリア， 
ペチュニア

Citrus exocortis viroid (CEVd) カンキツ，アボカド

Columnea latent viroid (CLVd) コルムネア

Iresine viroid 1 (IrVd1) イレシネ（マルバヒユ）

Pepper chat fruit viroid (PCFVd) トウガラシ

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) ジャガイモ，トマト

Tomato apical stunt viroid (TASVd) トマト

Tomato chlorotic dwarf viroid (TCDVd) トマト

　 　 Tomato planta macho viroid (TPMVd) トマト
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ウイロイドの全 8 属の中で，特に種の数が多いのは，10 種が含まれる Apscaviroid と 9 種の Pospiviroid
である．ポスピウイロイド科の中で，これら 2 属で特に種の分化が進んでいる．これら多くの種に分化し

ているウイロイドは，現在の農業で広く栽培されている作物種やそれらの栽培条件等にうまくマッチしなが

ら，その変異を拡大して発生範囲を広げている．

これまでに日本で発生が報告されているウイロイドの概要を表 2 に紹介する．感染植物での種子伝染の報

告の有無（日比・大木，2015）及び農業生物資源ジーンバンクでの配布状況も合わせて載せておく．自然界

で無病徴感染している植物は，これらよりずっと多いので注意する．人為的に接種すると感染する植物種は

さらに多くなる．これまでに被害の報告がないからといって，感染しないとは限らない．そのため，被害の

報告がない植物は作物の近くに置いてよいとか，雑草は抜かなくて大丈夫とか考えているようでは危ないの

である．

 【ミニコラム：ウイロイドと類似の病原性核酸との相違点】

　病原性を持つ裸の低分子 RNA であるウイロイドと類似したものに，サテライト（Satellite）RNA や
ウイルソイド（Virusoid）がある．ウイルソイドはウイルスに類似したものという意味で命名されたが，

その構造はウイロイドにも似ている．機能的にはウイロイドよりも，ウイルスの助けを借りて増殖する

サテライト RNA に近いものである．「ウイルスもどき」という概念からウイロイドとウイルソイドの 2
つが作られ，現在では，ウイロイドのみ広く使われている．一方，サテライト RNA は，裸では存在で

きず，ヘルパーウイルスの外被タンパク質を必ずまとっていて，その増殖にはヘルパーウイルスの重複

感染が必要である．ウイロイドは自身の RNA 分子内の高次構造によって単独でも安定した分子となっ

ていて，単独で植物に感染して増殖し，単独で植物から植物へも伝搬されうるユニークな存在である．

表 2.  日本で発生している主要作物のウイロイド

被害作物
ウイロイド和名 

 英名
略称 属名

種子 

伝染
GB 配布

カンキツ
カンキツバーククラッキングウイロイド 

 Citrus bark cracking viroid
CBCVd Cocadviroid ○

カンキツ
カンキツベントリーフウイロイド  
 Citrus bent leaf viroid

CBLVd Apscaviroid 　 ○

カンキツ
カンキツ矮化ウイロイド  
 Citrus dwarfing viroid

CDVd Apscaviroid 　 ○

カンキツ
カンキツエクソコーティスウイロイド  
 Citrus exocortis viroid

CEVd Apscaviroid 　 ○

カンキツ
カンキツウイロイド V 
 Citrus viroid V 

CVd-V Apscaviroid 　 ○

カンキツ
カンキツウイロイド VI  
 Citrus viroid VI 

CVd-VI Apscaviroid 　 　

リンゴ
リンゴくぼみ果ウイロイド  
 Apple dimple fruit viroid

ADFVd Apscaviroid 　 ○

リンゴ
リンゴゆず果ウイロイド  
 Apple fruit crinkle viroid

AFCVd Apscaviroid 　 　
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4. ウイロイドのゲノムと塩基配列

1） ウイロイドのゲノム

ウイロイドには 2 つの科があるが，科が異なるウイロイドでは，その特性が大きく異なっている．通常の

ウイロイドは 1 分子のみで存在しており，これは 1 量体（Monomer）とよばれる．アブサンウイロイド科の

ウイロイドでは，同配列の 2 分子がつながった 2 量体（Dimer）の存在が知られており，この科のウイロイ

リンゴ
リンゴさび果ウイロイド  
 Apple scar skin viroid

ASSVd Apscaviroid 　 ○

ブドウ
ブドウオーストラリアウイロイド 

 Australian grapevine viroid
AGVd Apscaviroid 　 　

ブドウ
ブドウ黄色斑点ウイロイド 1 

 Grapevine yellow speckle viroid 1
GYSVd-1 Apscaviroid 　 　

モモ
モモ潜在モザイクウイロイド 

 Peach latent mosaic viroid
PLMVd Pelamoviroid 　

ナシ
ナシブリスタキャンカーウイロイド 

 Pear blister canker viroid
PBCVd Apscaviroid 　

カキ
カキ潜在ウイロイド  
 Persimmon latent viroid

PLVd Apscaviroid 　 　

カキ
カキウイロイド 2  
 Persimmon viroid ‐ 2

PVd2 Apscaviroid 　 　

ホップ
ホップ潜在ウイロイド  
 Hop latent viroid

HLVd Cocadviroid 　 　

ホップ
ホップ矮化ウイロイド 

 Hop stunt viroid
HSVd Hostuviroid 　 ○

キク
キク退緑斑紋ウイロイド 

 Chrysanthemum chlorotic mottle viroid
CChMVd Pelamoviroid 　 ○

キク
キク矮化ウイロイド  
 Chrysanthemum stunt viroid

CSVd Pospiviroid ○ ○

コリウス
コリウスウイロイド 1 
 Coleus blumei viroid 1

CbVd-1 Coleviroid ○ 　

コリウス
コリウスウイロイド 5  
 Coleus blumei viroid 5

CbVd-5 Coleviroid 　 　

コリウス
コリウスウイロイド 6  
 Coleus blumei viroid 6

CbVd-6 Coleviroid 　

ダリア
ダリア潜在ウイロイド 

 Dahlia latent viroid
DLVd Apscaviroid 　

トマト
ジャガイモやせいもウイロイド  
 Potato spindle tuber viroid

PSTVd Pospiviroid ○ 　

トマト
トマト退緑萎縮ウイロイド 

 Tomato chlorotic dwarf viroid
TCDVd Pospiviroid 　
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ドの大きな特徴のひとつとなっている．Monomer と Dimer のユニットの配列は同じであり，その機能に違

いがあるかどうかは明らかではない．

一方，このような Dimer を持たないポスピウイロイド科の異なる形態としては，線形成分と円型成分があ

る．両成分の配列は同じであり，円型が感染性を有する完全ゲノムであり，線形は円型に切れ目が入ったも

のと考えられている．感染・増殖・移行・伝搬に必要なウイロイドの遺伝子はすべてその上にのっているは

ずであるが，特に移行や伝搬に必要な遺伝子は特定されておらず，ウイロイドはそれらの特別な遺伝子を有

していないと考えられている．つまり，ウイロイド遺伝子全体でこれらの機能を果たしているのである．ウ

イロイドは安定して植物細胞内に存在していて複製されれば，植物の助けを借りて，他の細胞や維管束に移

動し，栄養繁殖等で他の植物体に移動していく．きちんと安定したウイロイド特有の高次構造を有していれ

ばウイロイドなのである．しかし，少しでも高次構造がゆるく不安定な部分があれば，その部分からウイロ

イド遺伝子は分解されてしまう事になる．

2） ウイロイドの複製

ウイロイドの複製は感染した植物の RNA 合成系を利用してローリングサークル様式で行われる．リボザ

イム領域とその切断部位をその配列内に有するアブサンウイロイド科では，葉緑体内で，円形のウイロイド

に沿って宿主の RNA 合成酵素による合成が繰り返して進み，マイナス鎖のウイロイドが数個つながったも

のが作られ，自己のリボザイム活性（RNA 切断能）によって単一分子に切断されて環状となり，このマイナ

ス鎖から今度はプラス鎖が数個連続したものが作られ，そのリボザイム活性によって，感染性のある単一プ

ラス鎖のウイロイド RNA ができる．リボザイム活性を持たないポスピウイロイド科では，核内で，円形の

ウイロイドに沿って，植物の RNA 合成酵素によりマイナス鎖のウイロイドが数個つながったものが作られ，

その連続したマイナス鎖から相補的な連続したプラス鎖のウイロイドが作られ，植物の RNA 分解酵素に

よって，感染性のある単一プラス鎖のウイロイド RNA ができる（Palukaitis, 2014）．

3） ウイロイドの遺伝子と塩基配列

ウイロイドは，ウイルスのような 5’ 最末端の Cap 構造・VPg（Virion protein, genome-linked）や，3’ 末
端の poly-A-tail・tRNA 様構造は持っていない．ウイロイドの遺伝子は，単純な RNA の配列の連続のみで

あり，活性のある状態では円形につながっていて，切れ目がない． それらの長さは約 100nm であり，260
～400 塩基という短いものであり，すべて通常の RNA である．ウイロイド RNA はいずれもタンパク質を

コードしていないために，すべて宿主となる植物のものを利用する．寄生という面からみるとウイロイド

は，ウイルスよりさらに進んだ完璧といえる寄生者である．ウイロイド遺伝子の完全長の cDNA を作成して

合成し，その両末端をつないで円形にするか，2 分子をタンデムにつなげば，それはウイロイドとしての感

染性を持つ（伊藤，2014）．

 【ミニコラム：ウイロイドの増殖の場】

　ウイロイドには，細胞質内で複製されるものと核内で複製されるものとがあり，2 つの科に大別されて

いる．前者が ASBVd の仲間で，後者が PSTVd の仲間であり，それらの特性は大きく異なっている．細

胞質内で増えるウイロイドは原核生物的で，核内で増えるものは真核生物的であろうか．ちなみに前者

は酵母での複製系が確立されているが，後者にはまだない．2019 年になって，ウイロイドが植物病原糸

状菌で増殖して，その糸状菌に生育阻害を引き起こす可能性が示唆された（Wei, 2019）．これらのウイ

ロイド感染可能糸状菌について，ウイロイドの自然発生は確認されていない．ところで，ミトコンドリ

ア内で増えるウイロイドはないのであろうか．
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4） ウイロイドでも見つかったサレンシング

ウイルスが宿主に侵入して増殖を始めると，そのウイルス RNA を分解してしまう仕組みを植物は有して

おり，この作用は広く RNA サイレンシングと呼ばれる．一方，このサイレンシングに対抗するため，植物

ウイルスはサイレンシングサプレッサーと呼ばれるタンパク質を自身の遺伝子にコードしており，このタン

パク質を植物に作らせて，植物の RNA サイレンシングに対抗する．そうしなければ，ウイルス RNA 自身

も，せっかく植物に合成させたウイルス RNA も，サイレンシングによりどんどん分解されてしまうからで

ある．外来遺伝子であるウイロイドの感染にも植物は反応し，ウイロイドの配列を含む短いターゲット

dsRNA を作り，ウイロイド RNA を分解しようとする．

ウイルスと違って，サプレッサー遺伝子を持たないウイロイドは，ウイロイド RNA 自身が塩基の高次構

造によって分解されにくい構造であるが，サイレンシングの効果は確かにあるようで，感染の初期にはウイ

ロイドの分解が進み，病徴が軽くなる Recovery が認められる事もある（佐野，2010）．その後，また病徴

が強まり，その繰り返しとなる．

ウイロイドは自己の安定構造のみで，植物の RNA 分解に耐えているのであろう．耐えられなければ分解

されてしまい，病原としては消えていく事になる．ウイロイドは病徴を出さないものが多いといわれている

が，植物側のサイレンシングによって作られてくる多量の短鎖 dsRNA に植物に必須の遺伝子の配列の一部

が含まれていれば，その重要遺伝子由来の mRNA も分解されて，植物は病徴を出す事になるのであろう．

ウイロイドは生きた植物でしか増殖できないのだから，病徴を出させて植物を衰弱させるよりは，出させな

い方がウイロイドにとっても存続を続けるには好都合である．2019 年になって，CEVd―トマトの系で，

ウイロイドがトマトのリボソームにストレスを与える事が CEVd の病原性誘導に関与するという機構が提

案された（Cottilli et al., 2019）．今後，さらにウイロイドの病原性の解明が進むことが期待される．

 【ミニコラム：リボザイムとウイルソイド】

　リボザイム（Ribozyme）は特定の配列を有する RNA である．単独で RNA 自身を切断したり，貼り

付けたりする機能を持つことから，RNA（リボ核酸）と酵素（Enzyme）にちなんでリボザイムと命名

された．単細胞生物である繊毛虫テトラヒメナにおける rRNA の自己スプライシング研究によりその存

在が明らかとなり，以降，RNA ワールドと関連付けられて広くその存在が探索された．植物ウイルス

においては，サテライト RNA（SATR）がリボザイム活性を持つことが発見され，それらを特にウイル

ソイド（Virusoid）と読んで区別し，注目を集めた時期があった（Randles et al., 1981）．ソベモウイル

ス科に属する Lucerne transient streak virus, Rice yellow mottle virus, Velvet tobacco mottle virus 等の

数種ウイルスから見つかったが，特にその特別な機能は明らかにされていない．ヒトの B 型肝炎のデル

タウイルスにもリボザイム活性を持つデルタ因子が見つかっており，重篤化にそのリボザイム活性が重

要であることが判明している（Flores et al., 2011）．リボザイムとデルタ因子はヘルパーウイルスの外

被タンパク質（CP）をまとって利用していることから，ウイロイドではなく，SATR である．肝炎のデ

ルタウイルスが伝搬に肝炎ウイルスの CP を必要としている事実は，CP の助けがないと，動物体内で

の安定した移動をすることができないということを示しているのかもしれない．これは動物でウイロイ

ドが見つからない原因の一つかもしれない．2019 年まで，デルタウイルスは，デルタウイルス属の唯

一種であった．しかし，2020 年に，げっ歯類で類似のウイルスが発見され，しかもそれらは SATR で

はないという報告が出された（Paraskevopoulou et al., 2020）．この発見によってデルタウイルスの幅

は今後広がりそうで興味深い．



－11－

5） 植物ウイロイドの伝染方法

感染した植物から他の植物へのウイロイドの伝搬は，植物の機能やヒトの力を利用する事で，ウイロイド

RNA 単独で行われる．感染細胞から周囲の細胞への移行も感染植物の原形質連絡を利用する．次の植物に運

ばれていくためには，ヒトが作物に行っている栄養繁殖のための接木や挿し木を利用するのが一般的であ

る．トマトのウイロイドでは花粉を運ぶハチを利用する事もある．また，種子伝染するウイロイドは表 2 に示

したように存在しており，今後さらに増える可能性がある． 
植物ウイロイドの伝染方法は比較的単純である．ウイロイドに感染した植物体との何らかの接触による接

触伝染，管理作業・収穫作業に伴う伝染，種子を通じた次代植物への伝染，植物の栄養繁殖に伴う伝染が主

な伝染方法である．菌類や線虫等による土壌伝染は知られていないが，根の接触によって見かけ上の土壌伝

染が起きるので要注意である．ウイロイドは，ウイルスとは異なり，CP の助けを借りられないため，媒介昆

虫による伝搬は通常はしない．ウイロイドは感染植物の種子によって伝染する事が知られており，かなり高率

な場合もある．たとえ，その効率は低い場合でも，種子伝染能を獲得する事はウイロイドにとって，その生

存・拡散・分布拡大のためにきわめて重要である．ウイロイドの種子伝染そのものは低率であっても，特に

果樹やキク等の栄養繁殖植物では，その 1 個体の感染植物から，挿し木や穂木としての利用，同じ剪定ハサ

ミ・収穫ハサミの利用等によって，ウイロイドが広く発生してしまう事が起こりうる．その拡大は徐々に進む

場合も，急速に進む時もある．したがって，種子伝染が低率だからといって，決して軽視する事はできな

い．また種子伝染はウイロイドの次代植物への移行のためにまったく媒介者を必要としない事から，ウイロイ

ドにとっては効率的で確実な伝染法である． 
種子伝染の 1 方法として花粉を介しての伝染があり，特に区別して花粉伝染とよばれる．花粉伝染も有効

な種子伝染の 1 種である．ハチによるウイロイドの伝搬はこの花粉による伝搬と考えられており，ウイロイ

ドに感染した花粉がハチによって健全植物に運ばれて，その花粉が受粉する事によって伝搬される

（Matsuura et al., 2010）．ウイロイドでは，ウイルスのように媒介生物の体内で増殖する例は全く知られてい

ない． 
ウイロイド病が種子伝染や外部からの感染苗の持ち込みによって一度発生すると，接触や芽欠き・収穫作

業等によって，ウイロイドは近くの植物に移動する事ができるので，木本植物のように傷つきにくい堅固な葉

や茎をもたない草本では，容易にウイロイドが拡散して大発生となりやすい．しかし，通常は，栄養繁殖で

増やされる果樹等に比べて，草本植物が栄養繁殖で増やされる事は稀であり，ウイロイドは例え感染増殖で

きても，その植物から次の植物に移動できにくい．それをカバーする必要性から，草本で発生しているウイロ

イドの多くは種子伝染性を獲得しているのだと思われる．裸のウイロイドが確実な移動能力をもつために有

効な方法は，種子伝染力を持つ事である．種子伝染できれば，裸でも確実に次の植物体に移動感染でき，う

まくいけば種子とともに世界のどこへでも飛んでいける．今後の傾向として，種子伝染するウイロイドが草本

作物で増加してくると思われる．種子伝染がこれまでに確認されている日本で発生しているウイロイドは，

PSTVd，CSVd 等である．ウイロイドが種子伝染能を獲得するのは容易ではないと思われ，同じウイロイド

と植物の組み合わせでも，種子伝染するという報告と，しない，という相反する報告が存在するものもある．

例としてトマトにおける TCDVd が挙げられる（Singh et al., 2009; 松下ら，2017）．今後は，すでに種子伝

染性を獲得したウイロイドが見つかっているトマト・トウガラシ・キュウリ・コリウス等で，草本植物に感染

するウイロイドの発生拡大に注意する必要がある．

それまでほとんど病徴を生じていなかったウイロイドが，たまたま異なる作物や特定の品種に感染した時

に激しい病徴を出して大きな問題となる事がある．特に，果樹では，被害が明瞭になるのに数年は必要とな

る事もあるので，要注意である．
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5. ウイロイドによる被害とその防除 

1） ウイロイドによる被害

ウイロイドは侵入した農作物に以下のような種々の異常を引き起こして，様々なレベルの被害を与える

が，無病徴感染の場合も多い．

①　作物に激しい病徴を生じさせて収量を大きく減少させる．

②　明瞭な異常を引き起こしてその作物の収穫物の品質を低下させる．

③　顕著な病徴は出さないが，収穫物の品質を低下させる．

現在までに，日本で発生しているウイロイドの種が最も多いのはカンキツ類及びトマトである．リンゴや

コリウスでも多くの種類が報告されている．トマトやコリウスを除けば，ほとんどのウイロイドは栄養繁殖

性作物に発生している．これはウイロイドがウイルス粒子のような安定した保護体を持っていないために，

植物から植物への伝搬が比較的おこりにくい事がこの一因であろう．栄養繁殖性植物なら，一度でも運良く

植物体に感染できれば，植物から植物への特別な伝搬が必要ではないからである．ただし，最近はトマトや

種子繁殖性の花き等でのウイロイドの発生も増えてきている．トマトのウイロイドにも他の植物に感染して

も病徴をほとんど出さないものが多い．果樹等ではほぼ無病徴感染のものも多いので，特に管理作業や挿し

木や穂木としての利用の際には注意が必要である．キクは CSVd に感染すると背丈が低くなって開花が不揃

いになりやすいが，品種によっては病徴が出にくい等，植物の特性によって病徴が異なる事が多い．感染す

るウイロイドの種類及び作物の種類が多いカンキツ等ではもっと複雑である．

2） ウイロイドの防除

ウイロイドの防除にはウイロイド病を発生させない事が一番であるが，ウイロイドも自身の効率的な感染

増殖伝染のために種々工夫をしているわけで，いつのまにか侵入してきて発生している事が多い．一度，発

生してしまったウイロイド病の防除のためには，第一にウイロイドの伝染を防止する事が必要であり，発病

した植物個体を徹底的に除去し，それができたら細心の注意を払って再侵入を防止する事である．

ウイロイド病の場合には，農薬による防除法はまだ確立されていない．ウイロイドの防除に共通的に用い

られる防除法には，耕種的防除法とよばれる方法がある．耕種的防除法には，非感染性作物を含めた輪作体

系の導入・ 抵抗性品種や抵抗性台木の利用・無病苗の使用・感染植物や被害残渣の除去・ハサミ等の農機

具の頻繁な消毒・栽培環境の適正化及びその保持等があり，現状ではこれらを活用して防除する事となる．

ウイロイドに対して植物が抵抗性を有しているという報告はある．重要果樹では鋭意検討され抵抗性のも

 【ミニコラム：ウイロイドとサテライト RNA】

　ウイロイドは，各種球形ウイルスと一緒に植物に感染すると，そのウイルスの CP を利用して粒子を

形成することが知られている．そして，このウイロイドはアブラムシで伝搬される．この点ではウイロ

イドはサテライト RNA 的である．しかしそれなら，なぜウイロイドはウイルスの CP をずっと利用し

続けないのか不思議である．CP を被っていた方がウイロイドにとって，ずっと安全安心であり，媒介

虫も利用できるのである．CP を提供するヘルパーウイルスの方が嫌がるのであろうか，その理由は不

明である．最近になって，キュウリモザイウウイルス（CMV）のサテライト RNA（SATR）が，ポス

ピウイロイドと同様に感染植物の核内で増えることが報告された（Rao and Kalantidis, 2015）．それま

ではヘルパーの CMV が細胞質で増殖するので，複製に CMV の助けを借りているその SATR も細胞質

で増えていると考えられていた．この報告は，それまで大きさでしか考えられていなかったウイロイド

と SATR の類似性が再考される端緒となる．
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のが広く利用されているが，他のウイロイドでは CSVd に抵抗性を示す日本のキク品種の存在が報告され

ているのみである．もちろん，ウイロイドと植物の品種による病徴の強弱は結構知られており，トマトや

ジャガイモでよく検討されている． 
栽培環境の適正化及びその保持という点で気をつけてほしい事がある．作物を栽培しているハウスや圃場

の内部や近くで，ウイロイド感染報告のある作物を栽培する事はもってのほかだが，観賞や美化のために花

等を植えたり置いたりしないという事である．トマトを栽培しているハウスの中に，きれいなペチュニアを

置いていただけで，そのペチュニアがウイロイドに無病徴感染していためにハウス内のトマトに，あっとい

うまにウイロイドが広がってしまったという実例がある．花を置かないようにするばかりでなく，感染の危

険がある栽培作物の残渣や雑草の徹底的な除去は当然行なうべき事である．

果樹やキク等の栄養繁殖性作物では，ウイロイド感染植物にウイロイドフリー化処理をして得られるウイ

ロイドに非感染の苗を作って，実際の栽培に利用する事も有効な被害回避法であり，広く利用されている．

ウイロイド感染個体の生長点培養（生長点近傍を切り出して培養する事）や適切な高温処理・低温処理

（Adams et al., 1996）によって，フリー化する事ができるのである．果樹では茎頂芽接ぎ等，特殊な生長点

培養法が開発されて，特に研究が進んでいる（中嶋ら，2017；太田 , 2016）．高温処理でフリー化する場合

でも長期間の高温処理に弱い樹種では，一旦常温に戻す等の工夫がなされている．しかし，ウイロイドフ

リー苗の安定的な栽培のためにはウイロイド再感染への対策が重要であり，栽培条件変更の検討等の必要が

ある場合もある．

ウイロイドの防除法についてまとめると，以下のようになる．

　　①　 ウイロイドに感染していない，ウイロイドフリー苗を栽培に用いる事．それらのフリー苗は適切な

検定を受けたもののみを利用する．抵抗性品種が見つかっている作物ではそれらを利用する．

　　②　 感染・発病した苗はすべて根こそぎ抜き取り，園やハウスの外で発芽，再生したり，生き残って伝

染源にならないように確実に廃棄する．

　　③　 作物の管理収穫作業では，利用する器具の消毒を徹底する．消毒に用いる液はウイロイドを失活さ

せる濃度以上を，作業の最後まで維持する．作業では，病徴が不明瞭な個体や無病徴感染個体に常

に留意する．疑わしい植物体は作業の最後に行うようにし，できるだけ速やかに，ウイロイドの検

定を受ける．もし感染が判明したら，②にしたがって処理する．

　　④　 栽培している作物以外の，観賞用の花や他の植物を近くに置かないこと．ウイロイドはこれらの植

物に無病徴感染することが多いので，作物への伝染源となりやすいためである．

特に問題となっているウイロイドについては，個々の作物における主要ウイロイドの種類と被害の概要を

防除法も含めて，各論で紹介するので，参考にされたい．

6. ウイロイドの精製と接種法

1） ウイロイドの部分精製

ウイロイドを接種する際には，感染植物を緩衝液とともに磨砕した液を用いてもよいのであるが，一般に

ウイロイド濃度が低くて難しい．そこで，精製してウイロイド濃度を高めておくとよいので，その方法を紹

介する．ウイロイドの検定を行う際にも，ウイロイド濃度が低い事が懸念される時には，この方法を途中ま

ででも行って濃縮して行うと検出感度が高まる．

感染植物の葉や茎のできるだけ柔らかい部分を集め，その重量の 2～5 倍量の pH8.5～9.0 の緩衝液に還元

剤を加えたものとともに，氷冷しながらよく磨砕し核酸抽出を行った後，エタノール沈殿で RNA を濃縮す

る．氷冷しながら磨砕に用いた緩衝液に RNA を溶かして 4M の LiCl を等量加えてウイロイドを含む RNA
を沈殿させる事で分離濃縮して緩衝液に溶解すれば，この試料を接種や検定に用いる事ができる．核酸抽出

や濃縮には，種々の市販のキットを用いるとよい．こうして得られたウイロイド試料の電気泳動の結果を図
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3 に示した．泳動後の染色は，エチジウムブロマイドでもよいが，ウイロイド濃度が低い時はウイロイドの

バンドが不明瞭なので，より高感度の銀染色を行うとよい場合がある（花田，1988）．マーカーとしては

RNA 分子量マーカーでもよいが，キュウリモザイクウイルスのサテライト RNA（SATR) を含む株を用いる

と，SATR と比較的近い位置にウイロイドのバンドが泳動されてくるのでわかりやすい（図 3）．ウイロイド

バンドの近傍に植物由来の 7SRNA が泳動されてくるので，対照として健全植物からの試料を必ず近くに泳

動しておく．CEVd と CSVd の具体例を図 3 に示しておく．

2） ウイロイドの機械的接種法

機械的接種とは，植物の葉に細かい研磨剤等で機械的に傷をつけながら感染葉磨砕液を塗布する事で，ウ

イロイドを接種するものであり，この接種法が容易な事から多くの植物ウイロイドで利用されている．葉に

傷をつけるのは，植物ウイロイドの細胞内への侵入口を作ってやるのが目的であり，これがないと植物ウイ

ロイドは細胞内に入れないためほとんど感染できない．植物葉に傷をつけるための研磨剤としては，炭化ケ

イ素からできているカーボランダム（SiC）が一般に用いられており，他にパーライト等も使う事ができる．

使用する SiC としては，通常は 400 か 600 メッシュであり，このくらいの大きさのもので植物ウイロイド

の接種に十分に使える．より細かい粒子のものや荒いものもあり，特殊な場合にはそれらを使った方がよい

事もある．感染葉の磨砕には，オートクレーブか乾熱滅菌した清潔な乳鉢と乳棒を用いる．磨砕液中での安

定性が低いウイロイドの場合には，磨砕の際の緩衝液に酸化防止剤を添加する．これは，植物葉に含まれる

ポリフェノールオキシダーゼをはじめとする酸化酵素が磨砕液中に出てきて，ウイロイドの感染性を低下さ

せる働きを抑えるためである．感染葉の磨砕の際に用いる緩衝液としてはややアルカリ性の緩衝液，pH8.5
程度のトリス -HCl やリン酸緩衝液を用いるのが一般的である．滅菌した乳鉢や乳棒は，あらかじめ氷に浸

けておいて冷やしたものを用いる．乳鉢，乳棒，手袋や綿棒等はウイロイド感染個体ごとに新しい滅菌した

物と取り替えながら接種していく．

これらの準備ができたところで接種を行う．通常は感染葉磨砕液に浸した綿棒で，SiC をふりかけた葉を

『力を入れすぎない程度にしっかりと』こすりつける．使い捨ての新品のビニル手袋や実験に用いる薄手の

手袋を着用して磨砕液に人差し指を浸して，その指でこすってもよい．接種が終わったら，新鮮な水道水で

接種した葉の SiC を洗い流す感じでやさしく洗浄する．その後，しばらくは風が直接当たらない所に置い

ておく．もちろん，直射日光は厳禁である．

1      2      3      4      5      

CEVd → ←CSVd

図 3. 部分精製した CEVd と CSVd の　　
ポリアクリルアミドゲル電気泳動

1：SATR を含む CMV-RNA，2：健全トマト，

3：CEVd 感染トマト，4：CSVd 感染キク，5：
健全キク．電気泳動後，ゲルを銀染色したもの．
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ウイロイドでは SiC を用いる接種法の他に，ナイフを用いた切りつけ接種法も有効である．特に果樹の

ように葉が固いものや，キク等のように葉が厚いものに接種する時に有効である．感染葉の磨砕液を作ると

ころまでは，SiC を用いる時と同様に行う．その液に使い捨ての新しいナイフの刃の部分を浸けて，その刃

で，接種しようとする植物の葉の表面や茎に切れ目を入れればよい．もちろん，葉や茎を切断してしまわな

いように注意して行なう．浅すぎず，深すぎず切れ目を入れる．１試料を数回から十数回切り付ける．

接種した植物は，虫等が入らないガラス温室やビニル温室の中で，ウイロイドが増えるまで一定期間おい

ておく．温室内に虫が侵入すると，その中には検定対象としていないウイルスを保毒伝搬するものがいたり

して，実験が失敗する危険が生じるからである．もちろん，葉を食されても困る．虫に対する注意ばかりで

なく，タバコモザイクウイルスのように容易に接触伝染するものに感染している植物などに触れた時には，

コンタミネーション防止のために，事前に十分に手指を石けん等で洗浄してから，接種や観察を行うように

する事も重要である．ウイロイド濃度が低い時には，SiC 接種でも，ナイフ接種でも，この項目の 1）で述

べた部分精製液を用いるとよい．

ウイロイド感染が疑われる植物から接種する際に特に気をつけるべき一般的な事項としては，まず，ウイ

ロイド濃度の高そうな部位を選ぶ事，えそ症状が進んでいる葉や下葉は避け，できるだけ若い茎葉で新鮮と

思われる病徴の明瞭な部位のみを選んで接種源とする事，やむを得ず大きな植物や古い茎葉から接種する時

には，特に磨砕中にも酸化が進み褐変しやすいので必ず酸化防止剤を加用し，氷で冷やしながら磨砕して接

種する事があげられる．花が咲いていれば，新鮮な花弁を磨砕して接種するとよい場合もある．花や根にナ

イフ接種してみるのも良いかもしれない．

3） 接木接種

（1） 果樹のウイロイド

ほとんどの果樹のウイロイドは種子伝染しないので，ウイロイドの戻し接種には実生苗を用いるとよい．

ただし，実生苗では元の個体とは違う品種となってしまう事が多いので注意する．カンキツの珠心胚実生で

は，もとの品種と同じだが，他の樹種の実生苗は親の品種とは異なっているのである．実生苗以外の苗を用

いて，ウイロイドの病原性検定を接木で行なう場合には，接木に用いる台木や穂木が既に何らかのウイロイ

ドに感染している場合が多いので，そのままでは重複感染の結果を見る事となり，ウイロイドの正しい検定

にはならない事が多い．したがって，熱処理や茎頂接木等でウイロイドフリーの母樹を作出し，それからウ

イロイドに感染していない台木苗や接木苗を増殖しておく必要がある．また，ウイロイドフリー苗の増殖の

際には，ウイロイドのコンタミネーションを防ぐため，常に接木ナイフや剪定はさみの消毒をする必要があ

 【ミニコラム：ウイロイド研究に有用な植物】

　タバコ（Nicotiana benthamiana）が多くのウイルスに全身感染することから注目され，近年ではウ

イルス研究に多用されている（Goodin et al., 2008）が，ウイロイドではあまり利用されていない．か

なり多くの種のウイルスが感染するこの植物に，なぜかウイロイドはあまり感染しないためである．こ

の植物がウイルスに感染しやすいのは，ウイルス抵抗性を誘導する酵素を欠くためであるが，この酵素

欠失はウイロイドにはあまり役に立たないようである．一方，植物サイドの遺伝子解析が容易なシロイ

ヌナズナ（Arabidopsis thaliana）の利用は進んでいて植物側遺伝子の解明に役立っているが，ウイロ

イド研究者にとってはこの植物がアブラナ科植物であるために感染するウイロイド種が少ないのが物足

りない．多くの植物ウイルスが感染して局部病斑を生じるアカザ科の植物もウイロイドの感染はほとん

ど知られていないために，ウイロイドの研究では，単病斑分離（Single lesion isolation）は行われてい

ない．塩基配列の異なるウイロイド株の解析は感染性クローンを使って進められている．
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る．一定濃度以上の次亜塩素酸を含有する市販の洗剤に，器具を完全に浸した後，十分に水で洗い流してか

ら使用する．使い捨てのものを用いると作業が楽に進む．また，接木接種にも実生苗を用いると検定が早く

すすむが，上で述べたように品種が異なってくる事があるので注意する．

他の果樹についても同様に可能であるが，できるだけ感受性の高い品種を検定穂木に使う必要がある．

（2） その他のウイロイド

キクの接木は比較的簡単で，CSVd 及び CChMVd の検定に利用できる．検定に用いるキク品種としてミ

スルトーは感受性が高く，感染を示す黄斑も明瞭なので最適である．他の品種もこれらのウイロイドに明瞭

な反応を安定して示せば利用可能であるが，事前に病徴と思われる症状がウイロイド由来である事を遺伝子

診断等で確認しておく．トマトでは接ぎ木は簡単である．キクやトマト等では，1 個体をいくつかにナイフ

で切断して，各切断した茎に葉を少々残しておいて，土に挿しておくだけで個体数を簡単に多数増やすこと

ができる．これは感染葉等が大量に必要な時に使える方法である．

7. 植物ウイロイドの病徴とその観察

接種して一定の日数が経過するとそれぞれのウイロイド種に特徴的な病徴が，植物の種に応じて現れてく

る．病徴には全身に現れる全身病徴と接種葉にのみ現れる局部病徴とがある．植物ウイロイドで一般的に見

られる全身病徴は，全身的なわい化・縮葉・退緑・衰弱症状・モットル等である．果実に現れる病徴には斑

入りや変色が多く特徴的なものとしては，さびが出たように見えるさび果や，表面の凹凸からゆず果等があ

るが，必ずしも明瞭な症状が出るわけではないので，よく観察する．局部病徴の一つである局部病斑は，ウ

イルスでは Local lesion とよばれ，多くのウイルスと植物の組み合わせで見られるが，ウイロイドでは

Local lesion は知られていない．CSVd とキクの組み合わせでは，黄斑が出やすいが，全身的に出る事が多

い．各種ウイロイドによる代表的な病徴は図 2 に示しておいた．これらの病徴は，ウイロイドと植物が同

じでも接種時期（環境条件，接種濃度），品種等によって変化しうる事，異なるウイロイドでも似た病徴を

生じる事があるので，病徴だけからウイロイドを特定する事は困難な場合が多い．特に果樹では台木と穂木

で品種が異なるために，ウイロイドに対する反応が著しく異なる事があるので注意を要する．

ウイロイドでは，ウイルスに比べて，接種してから病徴が現れるまでに，草本植物でもかなりの日数がか

かる．トマトでも 3～4 週間，キクではもう少しかかる．果樹では 2 年～数年必要だから，じっくり待つし

かない．検定植物に病徴が出ないからといって，ウイロイドに感染していないと判断するのではなく，遺伝

子診断等で確認する事が重要である．

ウイロイドの接種及びその後の病徴観察に関して，もう一つ大切なポイントがある．それは接種してから

明瞭な病徴が出るまでの間に，その植物を置いておく温度である．通常は 25～30℃程度の温度で育成する

必要があり，30℃以上のかなり高温でないと病徴が出にくいものがある．これらの高温を好むウイロイド

及びそれに近いと思われるものを扱う際には，接種した植物を発病に適した温度で育成しないと，接種葉で

もウイロイドがほとんど増殖しない事が多いため，病徴が全く出ない事もある．ウイロイドでは，これまで

のところ低温を好むものは見つかっていない．ここにも何かウイロイドの特性と絡む事がありそうだ．



－17－

8. 植物ウイロイドの診断法

ウイロイドによる病害が何というウイロイドによって引き起こされているかを調べる事が，ウイロイドの

診断である．各種植物における病徴だけからウイロイドを正確に特定する事はできないし，場合によっては

原因ウイロイドを間違えてしまう事も多く危険である．同じような病徴を出していても全く異なるウイロイ

ドが原因である事も多いためである．間違った診断をしてしまうと，誤った防除法を採用する事につながり

やすく，間違った防除によって逆にウイロイド病の発生を拡大させたり，防除を困難にしてしまう場合もあ

る．したがって，正確な診断はきわめて重要である．ウイロイド病の主な診断法には生物学的診断法と遺伝

子診断法の 2 つがある．これらの個々の手法については具体的なプロトコールが開発され利用されていて，

研究者やメーカー等から詳しいプロトコールの紹介や解説がすでに出されているので，それらを参照された

い．本マニュアルでは，これらと重複する内容についてはできるだけ図表は省き，説明も簡略なものとし

た．

1） 対象地域・対象作物でのウイロイドの発生状況

ウイロイド診断を行う場合には，まず対象となっている作物に，わが国のどこでどのようなウイロイドが

多く発生しているかを予備知識として知っておく必要がある．それによって効率的に診断を行う事ができる

からである．もちろん，対象となっている地域での発生状況が分かればそれに越したことはない．また，日

本で未報告のウイロイドかもしれないと考えられる場合には，当然，諸外国の情報も必要となってくる．一

方，外国でウイロイド診断を行う場合には，その国におけるウイロイドの発生状況をまずつかんでおく事が

前提となる．対象ウイロイドが未知の新規ウイロイドであるかもしれないと思われた場合には，その特性を

きちんと調べて既知のウイロイドとの違いを明確にする必要がある．ここではまず日本での主要なウイロイ

ドの発生状況について概要を紹介する．

世界で最も広く発生しているウイロイドは，ジャガイモの PSTVd とトマトの複数のウイロイドだが，わ

が国の作物で広く全国的に発生しているウイロイドと言えば，ホップや果樹の HSVd とキクの CSVd であ

る．HSVd は広い宿主域をもち，ホップ，ブドウ，スモモ，キュウリ等に感染する（Sano et al., 2001）．
単子葉植物に発生するウイロイドとしては，2020 年に初めてユリで見つかり，Dendrobium viroid と命名

 【ミニコラム：ウイロイドの起源と植物種】

　ウイロイドは何からどうやって生まれたのか．ウイロイドが植物体内で存在して増殖しているとい

うことは，植物体内では裸の RNA が安定して存在しうる何らかの機構があることを示している．そう

でなければ，ウイロイドは生まれてもすぐに消えてしまうであろう．一方，動物ではウイロイドは見つ

かっていないので，裸の RNA は存在し得ないか，極めて存在が困難なのであろう．ウイロイドはトマ

トや果樹を特に好むようで，ウイロイド研究では，植物ウイルス研究では大いに利用されているタバコ

（N. benthamiana など）やシロイヌナズナ（A. thaliana）の出番は多くない．イネ科やマメ科植物で

発生するウイロイドは見つかっておらず，ウイロイドが感染したという例も見つかっていないのも不思

議だ．同じナス科でもトマトのウイロイドは多いが，ピーマンでは少数で，タバコでは接種すると感染

しやすいのに自然発生は見つかっていない．やはり，植物種によってウイロイドを受け入れやすいもの

とそうでないものがありそうである．しかし，トマトでもウイロイドの自然発生は少ない．これは接種

等によって感染させてもらえれば増殖できるし，その後の接触伝染が保証されているハウスや圃場では

拡大できるが，そうでないと次の植物に感染できないためであろう．残るは種子伝染か栄養繁殖しかな

い．これらをきちんと防止できれば，今のところトマトウイロイドは大発生の心配はないと思われる．
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されて報告された（Yang et al., 2020）．これは植物名しかついていない初めてのウイロイド名であろう．

また，世界ではココヤシの 2 種ウイロイドが報告されて，大きな被害を与えている．

国内の各種作物での個別ウイロイドの発生の有無については，日本植物病理学会が 2012 年に編集発行

し，適宜更新されている「日本植物病名目録」を参照されたい．この目録をベースに農業生物資源ジーンバ

ンクが構築した，随時更新の「日本植物病名データベース」を見れば，いつでも日本で発生しているウイル

ス・ウイロイドばかりでなく，糸状菌・細菌による病害の情報も得る事ができる．また，雑誌「植物防疫」

（発行：日本植物防疫協会）には，農業にとってその時点で大きな問題となっている，植物ウイルスやウイ

ロイドの特性や発生状況が適切な時期に解説されているので，それらも大いに参考にして頂きたい．

2） 各種診断法の特徴

生物学的診断法とは，ウイロイドに特徴的な病徴を出す種類の植物に，現地から採取してきた発病植物か

らの磨砕液を接種する，あるいは機械的接種が困難な樹木等では接木を行って，後で現れてくる病徴等から

ウイロイドの種類を決める検定法である．最も簡便にできる手法であり，他の診断法が使えない場合にはこ

れに頼る事になる．しかし，本法は類似した病徴を出す複数のウイロイドがある場合には誤診につながりや

すいこと等に，常に留意しておく必要がある．

植物ウイルスで広く利用されている抗血清診断は，残念ながら，ウイロイドでは全く利用できない．ウイ

ロイドが全くタンパク質を持たないためである．そこで，遺伝子診断に頼る事となる．遺伝子診断法では，

ウイロイド遺伝子の一部を，核酸合成酵素を用いて増幅させ検出する．特異性が高く少数の検定では有用性

が高いが，手間がかかってコストも高い点で多数の検定には不向きである．しかしウイロイドでは現状では

やむをえず遺伝子診断に頼る事となる．単離していないウイロイドを用いた場合には，特に特定の植物の病

徴からだけではウイロイドの特定が難しくなり，その結果は信頼度が低い．一方，遺伝子診断では，単独感

染ではもちろん信頼性が高い．複数の異なるウイロイドが重複感染していても，それらが既知のウイロイド

で，診断に利用できるプライマーがあれば，それらを一つ一つ単離しなくとも診断が可能である．

それでは，新種のウイロイドの場合にはどうやって新種かどうかを判定し，診断法を確定すればよいので

あろうか．具体的な新規ウイロイドの特定方法と手順については 4）の最後の部分で説明するので，ここで

は簡単に概要を紹介しておく．生物学的な診断のみでも既知のウイロイドと明確に異なる宿主域や特定の植

物で特有の病徴を出すウイロイドが見つかった場合には，新種かもしれないと考えて検討を進めていく事と

なる．現在では新種であると結論するためには，最終的には遺伝子レベルで既知のウイロイドすべてと異な

る事の確認が必要となる． 
これらの検討を経た上で新種である事が確認できたなら，農林水産省が 2012 年 9 月に発表した重要病害

虫発生時対応基本指針（農林水産省や日本植物病理学会の HP に掲載されている）に沿って検討した上で，

それを公表する．その際にすでに海外では発生しているウイロイドなのか，外国でも発生していないウイロ

イドなのかも大切なポイントとなる．新種のウイロイドの場合には，そのインパクトは大きい場合が多い事

が想定される．防除法も従来とは異なった新しい手法が必要となるかもしれないし，どんな作物に被害が出

るかも分からないからである．それから検定のために，ウイロイド遺伝子の塩基配列の一部を利用して，特

異的プライマーを合成し，遺伝子診断を行えるようにしておけばよい．　　

以下にこれら 2 つの診断法の具体的手順を紹介する．

3） 生物学的診断法

検定植物を用いた診断法が生物学的診断法である．通常は，その病原ウイロイドを同定しようとしている

植物の病徴明瞭な葉の一部を磨砕し，検定植物に接種して発病してきた検定植物の病徴を調査し，その代表

的な植物の病徴から病原ウイロイドを特定するという手順で行う．キュウリに接種して特異的な病徴が現れ
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れば HSVd，キク品種のミスルトーに接種して黄斑が出たら CSVd か CChMVd と予想できるが，トマトに

接種してモットルが出たからといって TCDVd だとは言えない．多くのウイロイドがトマトにモットルを生

じさせるからである．例え見当がついても，遺伝子診断で確認特定する必要がある．

4） 遺伝子診断法：特に RT-PCR 法を中心として

遺伝子診断は遺伝子増幅法とハイブリダイゼーション法に大別され，それぞれがまたいくつかの手法に分

けられるが，ここでは，診断のために現在広く用いられている PCR（Polymerase chain reaction）法，ウ

イロイドは RNA であるため前段に逆転写を必要とする RT-PCR についてのみ解説する．ウイロイド感染

植物から何らかの手法（市販の植物核酸抽出キットを用いる事が多いので，その詳細については各社のマ

ニュアルを参照）によって核酸成分を抽出した後，既知の想定されるウイロイドの塩基配列の一部を参考に

して作成した短い DNA（プライマー）を用い，まず逆転写（Reverse transcription, RT）を行って RNA
を DNA に変換する．遺伝子増幅のためには，耐熱性の DNA 合成酵素を加えた後で，温度を繰り返し急速

にシフトできる恒温機を用いて，例えば，95℃，50℃，70℃程度の温度での短時間処理を 40 回程度繰り返

す．このような RT-PCR によって特定の遺伝子が増幅された事を確認し，プライマー配列の元となるウイ

ロイドが感染していたと判定するのが，RT-PCR による遺伝子診断である．代表的なウイロイドの遺伝子

診断のための試薬やプライマーはキットとして市販されており，それらの代表例を表 3 に示した．この他

に欧米のメーカーの市販キットもある．

遺伝子が実際に増幅されたかは，その反応産物の一部をとり，アガロースゲル等の電気泳動を行った後

で，核酸染色剤で染色してバンドが見えるかどうかで判定する．泳動の際に分子量マーカーを入れておけ

ば，その増幅産物の長さも確認できる．以下で解説するように増幅産物の長さも遺伝診断の重要な結果とな

る．具体的な検定例を図 4 に示す．

表 3.　主な簡易診断キット

対象ウイロイド メーカー 利用原理

キク矮化ウイロイド (CSVd) タカラバイオ Cycleave ICAN

ジャガイモやせいもウイロイド (PSTVd)

トマト退緑萎縮ウイロイド (TCDVd)
タカラバイオ Cycleave ICAN

ウイロイド遺伝子検出キット (PSTVd/TCDVd) 関東科学 1-step RT-PCR



図 4．ウイロイドの遺伝子診断の具体例（原図：農研機構遺伝資源研究センター　一木（植原）珠樹）
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表 4．日本で発生する主なウイロイド検出用プライマー

作物 / 

ウイロイド
名称 配列 文献

種特異的プライマー

カンキツ

CEVd CEV-F 5'-GGAAACCTGGAGGAAGTCGAG-3' Wang et al. (2009) 

CEV-R 5'-CCGGGGATCCCTGAAGGACTT-3'

CBLVd CBLV-CM2 5'-TCGACGACGACCAGTCAGCT-3' Ito et al. (2002) 

CBLV-AP2 5'-TCCCCTTCACCCGAGCGCTGC-3'

HSVd CV2-AM 5'-CCGGGGCTCCTTTCTCAGGTAAGT-3' 太田 (2016) 

CV2-AP 5'-GGCAACTCTTCTCAGAATCCAGC-3'

CDVd CV3-AM 5'-TCACCAACTTAGCTGCCTTCGTC-3' Ito et al. (2002) 

CV3-AP 5'-CTCCGCTAGTCGGAAAGACTCCGC-3'

CBCVd CV4-AM3 5'-TCTATCTCAGGTCGCGAAGGAAGAAGC-3' Ito et al. (2002) 

CV4-AP4 5'-TCTGGGGAATTTCTCTGCGGGACC-3'

CVd-V PI 5'-TCGACGAAGGCCGGTGAGCA-3' Serra et al. (2008) 

PII 5'-CGACGACAGGTGAGTACTCTCTAC-3'

リンゴ

ASSVd ASSVd-H 5'-CCGGTGAGAAAGGAGCTGCCAGCA-3' Hao et al. (2016)

ASSVd-C 5'-CCTTCGTCGACGACGACGACAGGTGAG-3'

ADFVd ADFVd-F1) 5'-GAGGAAAACTCCGTGTGGTTC-3' Hao et al. (2016)

ADFVd-R1) 5'-AGCTCCACTCCCTGCCAGACC-3'

ブドウ

AGVd AGVd-sense 5'-GTCGACGAAGGGTCCTCAGCAGAG-3' Elleuch et al. (2002)

AGVd-antisense 5'-GTCGACGACGAGTCGCCAGGTGAG-3'

GYSVd-1 GYSVd-1-sense 5'-TAAGAGGTCTCCGGATCTTCTTGC-3' Elleuch et al. (2002)

GYSVd-1-
antisense 5'-GCGGGGGTTCCGGGGATTGC-3'

ホップ

HSVd HSVdII 5'-GACCGGTGGCATCACCTCT-3' Matoušek et al. (2003)

HSVdI 5'-GCGTCTCATCGGAAGAGCC-3'

HLVd HLVd-1P 5'-GGATACAACTCTTGAGCGCC-3' Hataya et al. (1992)

HLVd-1M 5'-TAGTTTCCAACTCCGGCTGG-3'
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検定対象となる種や系統が複数ある場合，完全に一致する塩基が連続して 20 個程度見つかれば，それら

を一方のプライマーとして RT-PCR を行う事ができる．一部の塩基は異なるが，共通する配列が多い場合に

は，異なる配列部の塩基を混合して作製する縮重プライマー（Degenerate primer）を使う方法があり，一

度で複数のウイロイドの感染の有無を判定でき有用である．縮重プライマーを用いた RT-PCR によって，例

えウイロイドを厳密に特定できなくとも，ポスピウイロイドであると判明するだけで防除対策がたてられる

事も多いので，縮重プライマーを用いた検討は簡便でかつ有用な事が多い．そこで，既報のポスピウイロイ

ド属共通プライマー及び縮重プライマーの具体例（柳澤・志岐，2015）も表 4 に載せた．また，アプスカウ

イロイド属の共通プライマー（Sano et al., 2004）も掲載した．

増幅されてくる配列の長さをあらかじめウイロイドによって異なるように設定しておき，増幅されてきた

配列の長さからウイロイド種まで決定する事ができるようにする Multiplex 法と呼ばれる方法もある．この

手法は 1 種の宿主植物に複数種のウイロイドが感染している際に，一度の PCR で複数のウイロイド種を同

時に特定できる手法で，ウイロイド種ごとの詳しい発生調査等の際にはきわめて有効な手段となる．なお，

PCR 増幅の際には，特にアニーリングの温度（プライマーの Tm 値と関連）や各プライマーの濃度が，増

キク

CSVd CSVd-C1 5'-TTCTTGTAAAGCAGCAGGGT-3' Hosokawa et al. (2007)

CSVd-S1 5'-AAAGAAATGAGGCGAAGAAGTC-3'

CSVd CSVS-C 5'-CCTGGAGGAAGTCCGACGAG-3' 森山ら (1996)

CSVS-S 5'-TTTCCCCGGGGATCCCTGAA-3'

CChMVd CChMVd-CC1 5'-AAAGGACCGGAACTGGATCT-3' Hosokawa et al. (2007)

　 CChMVd-CC2 5'-ATCCATGACAGGATCGAAAC-3'

トマト

TCDVd TCDVd-spe-NP3 5'-CAGGGAGCTTGTGGAAGGC-3' 柳澤・志岐 (2015)

TCDVd-spe-NP4 5'-TCTCGGGAGCTTCAGTTGTT-3'

PSTVd PSTVd-spe-5F 5'-CGTGGTTCCTGTGGTTCACACC-3' 柳澤・志岐 (2015)

　 PSTVd-spe-5R 5'-TGCGGGCGCGAGGAA-3'

属共通プライマー

ポスピウイロイド属 2） Pospiviroid-For 5'-ATTAATCCCCGGGGAAACCTGGAG-3' Bostan et al. (2004)

Pospiviroid-Rev 5'-AGCTTCAGTTGTTTCCACCGGGT-3'

Pospi1-FW 5'-GGGATCCCCGGGGAAAC-3' 柳澤・志岐 (2015)

Pospi2-RE 5'-AGCTTCAGTTGTW 3） TCCACCGGGT-3'

Pospi-F2　 5'-TCCTGTGGTTCACACCTGACC-3' 柳澤・志岐 (2015)

　 Pospi-R2　 5'-TTCAGTTGTTTCCACCGGGTAG-3'

 アプスカウイロイド属 PBCV100C 5'-AGACCCTTCGTCGACGACGA-3' Sano et al. (2004)

　 PBCV194H　 5'-TGTCCCGCTAGTCGAGCGGA-3'

1）このプライマーセットでは，ASSVd も検出された（Hao et al., 2016）．
2）いずれのセットでも PSTVd，TCDVd，CSVd 及び CEVd が検出された（柳澤・志岐，2015）．
3）W：A または T
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幅の特異性や増幅産物の量に大きく影響する場合もあるので，本法を用いる場合にはプライマーの最適濃度

や，最適アニーリング温度をきちんと設定しておく事が重要となる．

これまでに報告されていない新規ウイロイドについては，各種の検定植物での病徴から，どのウイロイド

に近いかを推定できる場合には，表 4 に挙げた想定されるウイロイド種を含む共通プライマーを用いる事

で，新規ウイロイドでも増幅断片を得る事ができる場合もあるので，是非試して頂きたい．増幅断片が得ら

れれば，その塩基配列を決定する事によって，そのウイロイドの分類学的所属や特性解明につながる．共通

プライマーでうまく行かない時には，感染植物からウイロイド様 RNA を精製して，その RNA の塩基配列

を決定する事となるが，これは慣れていないとかなり大変である．

他の方法として次世代シークエンサーを用いてウイロイド RNA の大きさ付近の配列を解析し，既知のウ

イロイドとの相同性で選別する方法がある．しかし，これでは既知のウイロイドとの関連性が必要となり，

相同性の低い新規ウイロイドは見つかりにくい．次世代シークエンサーが開発されて広く利用されるように

なった時に，新規ウイロイド発見が相次いでしまって，命名や分類に困るのではないかと心配していたが，

これまで次世代シークエンサー解析では少数のウイロイドしか見つかっていない．恐らくウイロイドとは，

どんどんできてくるようなものではないのであろう．それに，配列からウイロイドらしいという事は言えて

も，そのウイロイドがある病害の病原である事を証明するためには他の手法が必要となる．例えば，伊藤ら

（2012）が果樹に関して報告しているように，新たに検出されたウイロイド様配列が接木で健全植物に伝染

する事を証明しながら研究を進める方法は，これらの困難に立ち向かうための比較的簡便でかつ有効な手法

となると思われる．草本植物のウイロイドに対しても，この接木手法は有効と思われる．新規ウイロイドの

発見は，その起源や機能解明にもつながる重要なテーマであることは間違いない．

9. ウイロイドの保存

ウイロイドは研究者個人が必要な間だけ使い，長期の保存は考えなくてよいと思われがちである．しか

し，研究者が分離し特性を調べて解析したウイロイドは，後になって色々と役に立つ事を忘れないで欲し

い．例えば，新たにウイロイドが見つかった際には，塩基配列や各種特性の比較，各種品種での病徴や増殖

度の比較等，ウイロイドの解析や防除対策のために様々な情報が必要となってくる．その際に，過去の類似

ウイロイドとの比較解析が，新発生ウイロイドの更なる特性解明や防除に直接つながってくるのである．適

切に長期保存ができる所で，ウイロイドを保存しておく必要があり，そのための組織がジーンバンク微生物

遺伝資源部門である．以下に，研究者自身に行っておいて頂きたい比較的簡単な保存方法とジーンバンクで

の実際に行っている長期保存方法について紹介する．

1） 植物体による保存

ウイロイドでは純化精製には手間がかかり，収量も極めて低いので純化試料での保存は不向きである．そ

こで，最初に見つけたウイロイドに感染していた植物（原株）をそのまま維持しておくのが，簡単かつ有効

な保存方法である．ウイルスでは，媒介生物によるコンタミネーションの問題，変異の可能性，濃度の低下

の心配等から，この方法はできれば避けるべきである．しかし，ウイロイドでは事情が異なってくる．特に

栄養繁殖性植物のウイロイドでは，保存のために接種するウイルス・ウイロイドフリーの植物体の入手や維

持が困難な事も多く，また機械的な接種が難しい場合もある．その場合，感染を認めた植物体そのものを栄

養繁殖で維持しておく．栄養繁殖性の果樹や花きだけでなく，トマト・コリウス・ダリア等でも先端部を

切って土に挿し芽をしておくと，根が伸びて成長を始めるので，栄養繁殖は容易である．この方法は感受性

の植物や品種が入手しにくい場合にも有効である．挿し木や挿し芽を複数回繰り返すと，ウイロイドの変異

につながることも考えられるので，その回数はできるだけ少なくした方がよい．もちろん，他のウイロイド

やウイルスの混入は禁物である．生きた植物体内ではいつウイロイドに変異が生じるかわからないこと，ウ
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イロイド濃度が時間の経過とともに低下する可能性が常にあること等の点を，常に念頭においておき，でき

るだけこのような事は避ける必要がある．多少でも異常が認められた場合にはすぐに一つ前に戻って変異や

異常のないウイロイドを保存し直すことが肝要である． 

2） 乾燥葉による保存

ウイロイドが感染植物の乾燥葉を用いてどの程度保存できるかは不明である．安定なウイロイドであれば

これで保存できる可能性はあるが，筆者も検討していない．大切な事は，十分に対象ウイロイドが増殖して

いるウイロイド濃度の高い新鮮な葉を保存材料として用いることである．感染葉を細長く刻んで紙等でくる

み，シリカゲルや炭酸カルシウム等の乾燥剤とともに袋に入れて，葉の内部までよく乾燥するように注意す

る等，ウイロイド濃度の高い感染葉を十分に乾燥した状態で保存する事が，長期安定保存には重要である．

乾燥剤は吸水によって色が変わるようなものを用い，色が少し変わってきたら早めに新しい乾燥剤と交換す

る．保存中は，しっかりと封のできる袋や箱に入れ，冷蔵庫に入れておくのが望ましい．ウイロイド感染葉

の磨砕液での保存は検討例がないと思われる．

3） 真空乾燥保存

ジーンバンクで行っている保存法である．通常の植物ウイロイドの長期保存は真空乾燥で可能であるが，

真空乾燥機及び感染葉を詰める硬質ガラスアンプルが必要となる．硬質ガラスアンプルは継ぎ目があるとそ

の部分から空気がもれやすいので，継ぎ目のないものが望ましいが，継ぎ目なしアンプルでは小さいために

中に入れられる感染葉の量が少ないので不便な事もある．

真空乾燥には一般にウイロイド感染葉を利用する．上で述べたようにして作成したウイロイド濃度の高い

感染茎葉を細長く切って，ガラスアンプルに詰めて，真空乾燥機で乾燥させる．十分に乾燥した後，真空条

件下で溶封したものは，長期間にわたって安定してウイロイド活性を保持できる事から，植物ウイロイドの

長期安定保存に広く利用されている．図 4 の診断例では，真空乾燥アンプルを－70℃で数年に渡って保存

している試料を用いている．ウイロイドの長期安定保存のために注意すべき事は，微生物遺伝資源利用マ

ニュアル No.31 （植物ウイルスの特性とその保存について）を参照されたい．

10. ジーンバンク登録ウイロイド

1） 農業生物資源ジーンバンクの植物ウイロイド

本マニュアルのはじめにも書いたとおり，農業生物資源ジーンバンクでは植物ウイロイドの保存配布を

行っており，2021 年 2 月現在で，ウイロイド 18 株を保存・配布している．これらのウイロイドには，すべて

固有の MAFF 番号がつけられている．これらの植物ウイロイドの情報はデータベースで管理されており，

個々のウイロイド株の採集年・分離源・採集地等の重要特性等も検索できるシステムとなっている．データ

ベースに収録されていない情報も一部付記した上で，ジーンバンクが配布している植物ウイロイド・ウイロイ

ド株を表 2 に示した．この表の「GB 配布」の列で，○が付いているウイロイドが 2021 年 2 月現在，配布さ

れているウイロイドである．

2） ジーンバンクでのウイロイドの配布について

ウイロイド配布の申込は，ジーンバンクのウェブサイト （http://www.gene.affrc.go.jp/index_j.php）から

いつでも可能である．申し込んだ株を使用する場合には，以下の点に特に留意して欲しい．まず，アンプル

からの接種の際には，「6. 2） ウイロイドの機械的接種法」を参考に行って頂きたい，機械的接種の場合は，

適正な緩衝液を用い，氷で冷やしながら十分に葉を磨砕し，感受性の高い植物に接種する事に特に注意す

る．感受性の高い植物というのは，柔らかい葉を持つ若い植物の事であり，固いゴツゴツした葉の植物に接
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種しても，ウイロイド感受性が低いために，発病しない事が多くなってしまうからである．接種する際に適

正な量のカーボランダムをかけておくこと，強くこすりすぎないこと，逆に接種圧が弱すぎないようにする

ことも大切である．栄養繁殖作物が多いウイロイドでは，生の植物体の一部が送られてくる事もある．長期

に渡って利用するのなら，届いたらすぐに挿し芽や挿し木にして生かしておく必要がある．ウイロイド RNA
として利用するだけなら，すぐに RNA 抽出を行って適宜保存する．

実際にジーンバンクに配布依頼があったウイロイドについて配布実績を調査した結果，配布要望の多かっ

たのは，CEVd と CSVd であった．また，配布先としては都道府県，国立研究機関，大学，民間の順であり，

ウイロイド感染検定のポジティブコントロールとしての利用が多い．

これまでにジーンバンクで多くの重要植物ウイロイド株が安定的に保存され，希望者への配布を続けてこ

られたのは，植物ウイロイドの保存・配布システムの設立と維持のための関係者の方々の努力，そして研究

者の方々からジーンバンクへ，ウイロイド株を積極的に提供頂いたお陰である． 
ウイロイドは適切に管理保管されていて初めて，単一ウイロイド性が保たれ，その活性を維持できるもの

である．ウイロイドは感染植物体で保存され，送付される事が多い．コンタミネーションや取り違えの防止

等のために細心の注意が払われているので，利用される時には本マニュアルを参考にして，入手した試料を

大切に扱って頂けると幸いである．また，ウイロイド研究を進める際にウイロイドの増殖植物や分離のため

の植物がなかなか入手できない事も多いと思われるが，微生物遺伝資源部門と同じサイトにある植物遺伝資

源部門の HP から検索して依頼して頂ければ，国内外の多くの植物種や品種の種子を速やかに入手できる．

微生物遺伝資源部門と植物遺伝資源部門を併せて利用して頂ければ，大いにウイロイド研究の進展に役立つ

と期待される．今後も，ジーンバンク制度の維持推進と 50 年，100 年後のウイロイドの研究及び防除対策

への活用のために，一人でも多くの方々からの有用なウイロイド株の提供が必須であると思うので，積極的

にご協力頂きたい．

11. おわりに

ウイロイドは，人間に利用できる可能性があるだろうか．現時点では，残念ながらほとんど無いようであ

る．一時は，その安定性のゆえに外来遺伝子をウイロイドに導入して，遺伝子導入のためのベクターとして

の利用の可能性が真剣に検討された事もあったが，ごく少数の塩基しか導入できず断念された．また，弱毒

ウイロイドの利用もカンキツ等で検討されたが，他種のウイロイドとの混合感染によって病徴が激化するこ

とがあるためにこれも断念された．このように，現在までのところ特にこれといった利用法の検討は進んで

いない．しかし，ウイロイドはそれ自身が，小さくて，裸で，円形の構造を持つなど極めてユニークな病原

なので，何らかの形での革新的な利用の可能性がある．現時点では，その防除こそが最重要課題である．

期待される新技術として，新しい接木法の開発がある．ウイルスやウイロイドの宿主範囲や干渉作用の有

無の確認に接木が広く利用されてきたが，類縁関係の遠い植物間どうしでは，親和性の問題で接木ができ

ず，検討ができなかった．しかし，2019 年に日本の研究者が，穂木と台木となる草本植物の間に，タバコ

属の植物をクッションとして利用すれば，遠い類縁関係の間，場合によっては科が異なっていても接木が出

来る事を明らかにしたので（Notaguchi et al., 2020），これからは何でも接木ができるようになるかもしれ

ない．この技術を利用すれば，塩基配列の解析比較ばかりがメインとなっている，ウイロイドやウイルス

の，植物に対する反応レベルでの類縁関係が明らかとなってこよう．なぜ，クッションとして使う植物とし

てタバコがよいのかが明らかとなれば，同様な技術が木本植物でも開発されるかもしれない．

ウイロイドとは実に不思議な病原である．植物にとって必要でもない裸の RNA が植物細胞内に存在し続

ける事ができるということだけでも不思議である．タンパク質も持たない小さな円型の RNA が，細胞内で

複製され，維持され，他の細胞に移行し，接触や栄養繁殖によって他の植物体にも移動し，そこで再び増殖

できるのだから不思議である．しっかりした二次構造を持っていること，円型であるために末端を有してい
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ないことが，植物細胞内の RNA 分解酵素からウイロイド遺伝子を守っていることは間違いないと思われる

が，それだけであろうか．ウイロイドは感染によって感受性の植物の細胞にウイロイド自身の RNA を大量

に作らせるのに，植物には異常は出ない場合が多いという機構は何であろうか．ウイルスでは，病徴の軽微

な弱毒株を作成するためには，かなりの経験と苦労が必要であるのに．また，動物や昆虫，微生物に感染す

るウイロイドは，自然界では見つかっていない．植物にのみ許されるわずかな狭間のような所で存在し，増

殖を続けているのがウイロイドであろうか．ウイロイドに最も近いと思われる存在として，動物でも広く存

在が知られてきている Non-coding RNA や Circular RNA があるが，単独で自分自身を植物に増やさせる

ことのできるウイロイドとはかなり異なるものと思われる．ウイロイドが植物界で維持され続けているの

は，ウイロイドは植物に役立つ何かの役割を持っているのではないか，あるいは役立っているものに類似し

た何かと考えたくなるのは筆者だけではないであろう．動物や他の生物にはない植物だけのもの，それがウ

イロイドであり，そのあらゆる事を探るのが今後の重要課題であると思う．この研究によって，将来必ず生

物の新知見が得られるに違いないのである．

なお，本稿に使用した植物サンプルと実験結果の一部は，農研機構遺伝資源研究センター微生物資源ユ

ニットの一木（植原）珠樹，杉本るり子，薮中恭子及び大橋美保の各氏に準備いただいた．ここに記してお

礼申し上げる．
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―　作物別のウイロイド各論　―

ここでは，ウイロイドが特に問題となっている主要作物別及びウイロイド別の発生状況や防除法について

紹介する．

I. カンキツ

カンキツにおけるウイロイド病の特徴は，病徴の進展が遅く数年を要する事もあること，高温で病原が増

殖しやすいため暑い年には症状が激しくなりやすい，台木によって症状が大きく異なる等である．ひとたび

感受性の品種にウイロイドが感染すると，確実に被害は進展拡大していくので注意が必要である．栄養繁

殖・接木，剪定ハサミ・収穫作業による伝染で容易に病原ウイロイドは伝染する．外観の病徴で感染の有無

を判断するのは困難かつ信頼できないために，遺伝子診断による検定によって，ウイロイドフリーと確認さ

れた台木と穂木のみを用いる事が肝要である．表４に示したウイロイド特異的プライマーを用いた遺伝子診

断が比較的簡易であり，その結果も信頼できる．

日本でカンキツ類に発生しているウイロイドには，表２に示したように多くの種があり，以前から知られ

ている CEVd をはじめとして ,  最近になって明らかとなった CBCVd，CBLVd，CDVd，CVd-V，CVd-VI
がある（太田，2016）．

I-I）．カンキツエクソコーティスウイロイド（Citrus exocortis viroid, CEVd）

CEVd に感染すると，カンキツ類の台木として広く利用されているカラタチの樹皮部にひびが入り剝がれ

てきて，特徴的な亀裂や明瞭なひび割れができる．やがて台木ばかりでなく，穂木も共に衰弱するために，

穂木の果実は小さくなり収量も低下するのが主な病徴である．感染後 2～5 年くらいから症状が現れてく

る．ユズ台では感染しても発病しない．レモンやグレープフルーツ等に多く発生する．他の 5 種のウイロ

イドは，重複感染するとカラタチ台木に CEVd と同様の異常を生じるが，単独ではその程度が軽い（家城，

2002）．CEVd による台木の亀裂や剥皮症状は，台木にカラタチやシトレンジ類等を用いた場合に，穂木品

種には無関係に発病する．やがて感染樹の地上部がわい化し，衰弱していき，やがて枯死に至る．発病樹

は，速やかに伐採して完全に除去し，フリー苗に植え替える必要がある．ユズ台では発病はしにくいが，保

毒はするので，伝染源となる可能性があり，注意が必要である．

I-II）．他のウイロイド病

カンキツバーククラッキングウイロイド (Citrus bark cracking viroid, CBCVd)
カンキツベントリーフウイロイド (Citrus bent leaf viroid, CBLVd)
カンキツ矮化ウイロイド (Citrus dwarfing viroid, CDVd)
カンキツウイロイド V (Citrus viroid V, CVd-V)
カンキツウイロイド VI (Citrus viroid VI, CVd-VI)
上記のウイロイドは単独では明瞭な病徴はでないが，3 種以上が重複感染する事によって，カラタチ台木

部に亀裂や剥皮等の CEVd と類似の症状が現れてきて問題となる（Ito et al., 2002）．過去には，これらの

ウイロイドを単独で感染させて，CEVd に対する弱毒ウイロイドとして利用する事が検討されたこともある

が，現在ではこれらのウイロイドにも非感染の台木が求められている．対策や診断はCEVdと同様である．

図 5 に検定植物であるエトログシトロンのウイロイドによる症状を示す．栽培品種においては，これらの

ウイロイド単独では，必ずしもこのような激しい症状を示すわけではないが，複数のウイロイドが重複して

感染すると病徴が激化する．
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I-III）．防除法

カンキツウイロイドの防除には，台木や穂木への抵抗性品種の利用が有効である．また，果樹のウイロイ

ドは種子伝染が知られていないため，実生苗はウイロイドフリーである．しかし，果樹においては，実生苗

は親と同じ品種とはならないのがほとんどであるために，ウイロイドに感染していないウイロイドフリー苗

木の利用が基本となる．ウイロイドフリーの果樹苗生産のために多くの検討がなされてきて，重要果樹で

は，そのための技術は確立されている．多数の果樹のフリー苗木の生産は，農家自身でできることではな

く，公的な施設でフリー苗を作り，それを適切に管理できる所で増殖して生産農家に配布するシステム造り

が前提となる．フリーであることを確認するためには高感度のウイロイド検定が重要となる．また，ウイロ

イドフリー苗木ができてからの利用場面では，樹勢が強くなりすぎる等が問題となることがあるので，栽培

条件の一部修正が必要となる場合もある．

II. トマト

トマトは，発生しているウイロイドの種類が多く，最もウイロイドに感染しやすい植物であると言える．

世界で最初に発見されたウイロイドがジャガイモの PSTVd であるが，その研究の効率化には，PSTVd が

トマトに感染し，トマトで PSTVd の諸性状の解析を進める事ができるという発見が欠かせなかったのであ

る．トマトには，世界的に多種のウイロイドが発生しており，日本でこれまでにトマトに発生したウイロイ

ドには，PSTVd と TCDVd の 2 種がある（松下，2019）．徹底的な防除対策のお陰で，いずれもその後の

トマトでの発生拡大は報告されていない．この他に 6 種のトマトやトウガラシのウイロイドについて，外

国からの侵入が警戒されている（柳澤ら，2017）．トマトのウイロイドの防除には，芽欠きや収穫の際にハ

サミ等の使用器具における適正濃度（有効塩素濃度 0.5% 以上）の塩素を含む消毒薬での消毒，手指の頻繁

な洗浄，種子伝染性ウイロイドではウイロイドフリー種子の利用等がある．抵抗性品種はこれまでの所見つ

かっていない．

II-I）．トマト退緑萎縮ウイロイド（TCDVd）

世界での TCDVd の発生はあまり多くはないが，アメリカのトマトとペチュニア，イギリスのペチュニ

ア，インドのバーベナで報告されている．日本のトマトでは 2006 年に広島県のトマト圃場で確認され，次

いで翌年に千葉県のトマトで確認されたが，その後の発生報告はない．主な症状は，生育抑制と新葉の葉

巻・黄化・萎縮・えそであり，成長が止まり，果実の収量も激減する（Matsushita et al., 2009）．一般的

に，ウイロイド病といわれるものは，高温で病徴が激化しやすいため，高温になると発病が激しく被害も大

きくなるが，低温では発病が遅れて軽く済むこともある．しかし，低温で油断していると，気温の上昇につ

れて病徴が明瞭となり，被害も激しくなる．トマト栽培で受粉に用いられているマルハナバチがあまり高率

図 5．カンキツのウイロイドによる病徴

品種は全てエトログシトロン（原図：伊藤隆男）

　左：CDVd による葉の下垂（Epinasty）
　中： HSVd，CDVd，CVdVI の重複感染による

矮化・奇形

　右： CEVd，HSVd，CDVd の重複感染による

矮化・奇形
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ではないものの，本ウイロイドを媒介するので，発生が疑われる圃場では受粉を他の手法に切り替える

（Matsuura et al., 2010）．TCDVdはペチュニア・ピーマン・ホオズキ等にほとんど無病徴で感染するので，

これらの植物をハウスや圃場近くに置かないこと．また，ワルナスビ等の雑草にも感染するので，雑草の防

除に努める．日本の TCDVd の種子伝染は確認されていない．

II-II）．ジャガイモやせいもウイロイド（PSTVd）

PSTVd は，ジャガイモの名前がその頭についている通り，世界のジャガイモで発生して大きな被害を与え

ている．本ウイロイドはトマトにも感染して大きな被害を与えるので，注意が必要である．日本では福島県

のトマトで 2008 年に発生して，発生圃場では大きな被害を与えたが，徹底防除のお陰で，その後のトマトで

の発生報告はない（松下，2019）．トマトに感染すると葉の黄化・退緑や，ウイロイド株によっては激しい葉

巻・黄化・萎縮・えそを示す．世界的にはトマトでの病徴が激しい系統からほぼ無病徴のものまで見つかっ

ているが，感染しない品種はないようである．PSTVd は宿主範囲が極めて広く，多くの植物に，しかも無病

徴で感染する事が多いので，それらの植物からの持ち込みに注意が必要である．種子伝染も多くの植物で知

られており，無病種子の利用が肝要である．なお，本ウイロイドは，その後，山梨・秋田・愛知・福岡の各

県のダリアで発生した．ダリアでの株はトマトで発生した株とは配列の一部が異なるウイロイドである（浅野

ら，2015）．

III. リンゴ

リンゴに発生しているウイロイドの研究は，世界的にみても日本の研究が最も進んでおり，世界に先駆け

て 2 種のウイロイド，ASSVd と AFCVd の発生が明らかにされている（伊藤・大崎，2001）．その後，わが

国では１例だけの報告であるが，ADFVd も発生した．それぞれが，典型的には，ゆず果・さび果・くぼみ

果を生じさせるが，品種や温度及び栽培条件によっては，必ずしもそうならないので，注意が必要である．

リンゴウイロイドの防除には，台木や穂木への抵抗性品種の利用とウイロイドフリー苗木の利用がある．

III-I）．さび果病（リンゴさび果ウイロイド，ASSVd）

世界的には中国での発生が多く，北米・ヨーロッパ等でも発生している．日本での発生は散発的である．

病徴であるさびや斑入りは，果実にのみ現れ，葉や枝は健全な個体と差がない．果実での病徴は品種によっ

て異なり，果面にさびがはいるものと斑入りになるものとがある．主に接木で伝染し，高接で感染すると 1
～2 年後に果実に病徴が現れる．一度，発病すると治療法はないので，植え替えが必要となる．リンゴの斑

入果病は本病と同じ病原によって起こる事が判明している．

III-II）．ゆず果病（リンゴゆず果ウイロイド，AFCVd）

本病の発生は今のところ日本のみであるが，日本では全国的に発生している．高温となる 8 月以降に，

主に成熟果の表面にゆずの果実表面に似た，多数の細かな凹凸を生じるのが特徴である．幼果時には全く無

病徴だが，成熟果（果面凹凸，斑入り，果肉褐変）あるいは枝幹部（粗皮）に病徴を出す．品種による病徴

の差が大きい．主に接木伝染で広がる．

III-III）．くぼみ果病（リンゴくぼみ果ウイロイド，ADFVd）

イタリアで発見され，広く発生している．日本での発生は１例で，果実の表面全体に緑黄色斑点が現わ

れ，果面全体に軽い凸凹が生じる．日本株とイタリア株とでは，塩基配列の相同性が 85％であったが，総

合的な判断から日本のウイロイドは ADFVd の変異株と定義された．日本の感染リンゴ樹はウイロイド感染

が確認されたのちに，発生拡大防止のために伐採された．
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IV. キク

我が国のキクには，以前から広く発生して被害を与えている CSVd（Matsushita, 2013）と，比較的最近

発生が確認された CChMVd の 2 種が発生している．

IV-I）．キク矮化ウイロイド CSVd　

日本での CSVd の発生の最初の確認は 1977 年（大沢ら，1977；花田，1988）であり，現在ではほぼ全国

で発生している．キクでのみ発生し，葉は小さくなって，節間が短縮して矮化するのが典型的な病徴であ

る．葉に黄斑が出やすい品種もあり，スプレーギクなど小型のキクで病徴が明瞭になりやすい．一方，大輪

のキクなどでは無病徴感染も多く注意が必要である．CSVd の判別品種としてはミスルトーが最適であり，

葉に明瞭な退緑斑・黄斑を生じる．通常は葉のこすれあいや作業中の刃物による接触伝染で広がる．最近の

研究で，CSVd は種子伝染や土壌伝染する事が報告された（平野ら，2013）．栽培にはウイロイドフリーの

苗を用い，発病個体はただちに抜き取って廃棄する．CSVdに対する抵抗性遺伝子がキクで見つかっており，

その利用の検討が進められている（Matsushita, 2013）．

IV-II）．キク退緑斑紋ウイロイド CChMVd

CChMVd は，日本では 2004 年に秋田県，2009 年に愛知県のみで発生が確認されているが，調査が十分

ではなく，病徴も不明瞭な事から，他の地域でも発生が心配される．世界では欧米・中国・インドで発生が

報告されている．CChMVd 単独感染キク苗はほとんどすべて明瞭な病徴を示さないが，他のウイルス・ウ

イロイドとの重複感染も多く見つかった．単独感染でも，スプレーギクでは下葉に退緑・黄斑が出た後に，

その後上位葉にも現れた（Yamamoto and Sano, 2005）．CChMVd はモモの PLMVd と同じく，わが国で

は珍しいアブサンウイロイド科に属する葉緑体増殖性のウイロイドであり，伝染方法は知られている限り接

触伝染のみである．防除のためには，まず，無病苗の利用であり，感染・発病個体の早期抜き取りと適切な

処理，摘蕾・切り花作業時の接触伝染や刃物等による伝染を防ぐ．ウイロイド感染のための検定品種として

は CSVd と同じくミスルトーがよく，退緑・黄斑が指標となるが，ミスルトーの病徴のみでは両ウイロイ

ドの区別は難しい．
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