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研究成果の概要（和文）：本研究ではイネいもち病菌を弱毒化するマイコウイルス(Magnaporthe 

oryzae chrysovirus 1, MoCV1)の生化学的解析を行い、MoCV1 のウイルスゲノムは尐なくとも４
つの分節ゲノムを有し、直径約 33nm の粒子に各 dsRNA セグメントが１成分ずつパッケージン
グされることを明らかにした。スフェロプラスト化を経ない MoCV1 の細胞外感染実験を試み
たところ、ウイルス散布された菌体中からは MoCV1 由来の dsRNA ゲノムが存在することを確
認でき、菌糸体への直接感染を示唆する結果を得た。 

研究成果の概要（英文）： 
Mycovirus causing impaired growth and abnormal pigmentation of the host was found in rice 
blast fungus, Magnaporthe oryzae. Four double-stranded RNAs were detected in isolate 
S-0412-II 1a of M. oryzae. The buoyant densities of isometric virus particles (about 35 nm) 
containing these dsRNAs in CsCl ranged from 1.37 – 1.40 g/cm

3
. It is noteworthy that the 

S-0412-II 1a mycovirus was detected not only in host cells but also in culture supernatant. 
Futhermore, abnormal aggregation of mycelia was observed after adding the 
mycovirus-containing culture supernatant to an uninfected strain of M. oryzae, and mycoviral 
dsRNAs were detectable from the aggregated mycelia. 
 

交付決定額 

                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

20 年度 1,500,000 450,000 1,950,000 

21 年度 1,200,000 360,000 1,560,000 

22 年度 900,000 270,000 1,170,000 

年度    

  年度    

総 計 3,600,000 1,080,000 4,680,000 

 

研究分野：農学 

科研費の分科・細目：農学・植物病理学 

キーワード：病原性因子・マイコウイルス 

 
１．研究開始当初の背景 

マイコウイルスの作用により弱毒化された
植物病原菌を用いる防除法は、欧米諸国では
クリ胴枯れ病菌で 1990 年代頃から実用化さ
れており(Nuss 2005)、国内では最近になっ
てリンゴに感染する紫紋羽病菌が実用化の
検討段階にある。しかし、本研究が対象とす
るイネいもち病菌やアルタナリア菌では、病
害防除効果を有するマイコウイルスの研究

報告や実用化例はない。本研究が対象とする
マイコウイルスを利用した病害防除法を新
たなツールとして利用できれば、従来の病害
防除方法と組み合わせることで、より効果的
な病害防除システムの構築が期待される。 

 

２．研究の目的 

本研究は、重要作物であるイネに重大な被
害をもたらすイネいもち病菌と、生活環境に
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広く存在し、かつ植物病原菌としても重要で
あるアルタナリア菌の生育を抑制しうるマ
イコウイルスに着目して、これらを新しい植
物病原菌防除法のツールとして開発するこ
とを目的とする。 

 

３．研究の方法 

Ⅰ．イネいもち病菌の生育抑制因子となるウ
イルス遺伝子解析とウイルス粒子精製 
 国内外のイネいもち病菌 68 菌株からマイ
コウイルスの感染状況についてウイルスゲ
ノムである 2 本鎖 RNA の有無を指標として
探索を行う。発見されたマイコウイルスのう
ち、4 種について詳細な解析を行っていく。
精製手法としては全核酸抽出後に CF-11カラ
ムクロマトグラフィーにより 2 本鎖 RNA を
調整し、cDNA クローニングにより各 RNA

成分の全塩基配列決定を行う。また生育抑制
に関する詳細な検討を行う。またイネいもち
病菌の空気伝染の担い手となる分生子形成
の抑制能力については、どのマイコウイルス
が最も効果的であるかなども調査する。 
Ⅱ．アルタナリア・アルタナータ菌マイコウ
イルス(AaV1)の機能解析 

これまでに EGS35-193株に感染するマイコ
ウイルス(AaV1)が宿主菌を生育抑制するこ
とを明らかにしてきた。この感染菌株にサイ
クロヘキシミド処理を施すことにより、菌糸
成長や色素沈着が正常に戻り、2 本鎖 RNA 含
量が減尐した治癒菌株 E118株を分離できた。
今後は、治癒処理により正常な生育を示すウ
イルスフリー菌株にマイコウイルスを導入
する感染実験を行い、アルタナリア菌に対す
る病原性因子として利用できることの確認
を行っていく。ウイルスタンパク質の機能解
析を進めるとともに、各ウイルスゲノムがコ
ードするタンパク質を明らかにし、宿主の生
育を抑制する因子を明らかにする。 
Ⅲ．イネいもち病菌マイコウイルスの性状解
析、ウイルス感染実験 

生物防除資材としてマイコウイルスの利
用形態を把握するために、分生子を介したマ
イコウイルスの伝播様式を明らかにする。ま
た当該マイコウイルスが他のマイコウイル
スと異なる性質である水平感染能を様々な
イネいもち病菌を対象として検討を進めて
いく。次に塩基配列決定の対象となるマイコ
ウイルスの物理化学的性状を明らかにして、
精製ウイルス粒子をもとに構成タンパク質
の解析や、生育抑制の要因となるタンパク質
の機能解析を行う。菌糸生育、胞子形成を抑
制メカニズムについて、関連する宿主菌の遺
伝子群の発現量との関係も明らかにする。 
Ⅳ．マイコウイルスキャリアー生育抑制菌株
の弱毒化の検定 
本研究の主たる後期目標は、マイコウイル

スの存在により生育抑制を示した植物病原

菌が宿主植物体に対して弱毒化することを
確かめ、新たな防除資材として開発すること
である。マイコウイルスを除去した治癒菌株
を宿主植物体に塗布して、マイコウイルスに
よる弱毒化効果の確認を行う。 

 
４．研究成果 
Ⅰ．イネいもち病菌マイコウイルス MoCV1 の
生化学的解析及びウイルス感染系の確立 
イネいもち病菌マイコウイルスは４成分

の 2 本鎖 RNA ゲノムを有するものが多いが、
中には 2 種のウイルスが混合感染して 8 成分
のウイルスゲノムが存在する菌株もある。こ
れらマイコウイルスのうち、3.6kbp, 3.2kbp, 

2.9kbp, 2.8kbp のサイズの 2 本鎖 RNA は分節
パターンからクリソウイルス科に分類され
ることが示唆され、MoCV（Magnaporthe 

oryzae Chrysovirus）と称した。一方、2.0kbp, 

1.8kbp, 1.5kbp の 2 本鎖 RNA ゲノムに関して
はシークエンス解析の結果、アマさび病菌内
在性２本鎖 RNA と相同性があることが判明
し、MoEV（Magnaporthe oryzae Endogenous 

Virus）と称した。MoCV1 のウイルス粒子の
形態は直径 35nm の球形で浮遊密度は
1.36-1.39g/cm3 であり、粒子には各 dsRNA

セグメントが１成分づつパッケージングさ
れることを明らかにした 

MoCV1ウイルス粒子の大量精製を行い、抗
ウイルス粒子抗体を作製し、抗体を用いたウ
イルス粒子の検出システムの構築に着手した
。特にMoCV1は長期間の培養を続けると液体
培養上清中にウイルス粒子が存在するように
なるが、作製した抗体を利用したELISA法に
よるマイコウイルスの検出系を構築した。 

REMI 法による形質転換技術を利用した
マイコウイルス感染実験においては、薬剤耐
性遺伝子を有する DNA プラスミドの形質転
換技術は確立したが、ウイルス感染技術の確
立は継続検討中である。現在、各ウイルス遺
伝子由来のｃDNA クローンをイネいもち病
菌に形質転換する実験も進めており、弱毒化
の要因となる MoCV1 遺伝子を特定化する実
験を進行中である。MoCV1 がマイコウイル
スとしては新しい特徴である細胞外での存
在が可能であることを見出していたが、ウイ
ルスフリー株のイネいもち病菌に、液体培養
中に菌体中から浮遊してきた MoCV1 を接種
すると、ウイルス散布により委縮した菌体中
からは、MoCV1 由来の dsRNA ゲノムが存
在することを確認し、マイコウイルスはスフ
ェロプラスト化を経ずに、菌糸体に直接的に
感染できることを示唆する結果を得た。今後
はウイルス感染株とウイルスフリー化株と
の間で、アレイ解析などを行うことで遺伝子
発現プロファイルを比較して、ウイルスが原
因となる弱毒化現象の解析を行っていく。 

Ⅱ．アルタナリア・アルタナータ菌マイコウ



 

 

イルスの性状解析 

アルタナリア・アルタナータ菌マイコウイ
ルス（AaV-1）に関しては、ウイルス粒子を
精製後、Ｎ末解析と内部アミノ酸配列解析を
試みたところ、ウイルス粒子タンパク質は
dsRNA3 にコードされることが明らかとなっ
た。AaV-1 をマイコウイルスフリーのアルタ
ナリア・アルタナータに導入させる感染実験
を行う際には、ウイルス感染の有無を簡便に
確認する ELISA システムが必要であり、その
ために抗原としてウイルス粒子約１ｍｇを
調整して抗体作製を行った。ELISA による検
出システムは出来たが、精度の高い実験実施
のために、アフィニティー精製による抗体の
再精製を行っている。 

鳥取大学植物病理学研究室から新たに分譲
を受けた16株のうち、6株から新規なマイコウ
イルス由来の2本鎖RNAの検出に成功した。こ
れらのうち、1株については単胞子分離法によ
る治癒処理により完全ウイルスフリー株の取
得に成功した。また他のウイルス混合感染株
１株については一部ウイルス脱落株の作出に
も成功した。完全ウイルスフリー株やウイル
ス一部脱落株は、オリジナル感染株と比較す
ると明らかに生育状況が異なり、これら新規
なマイコウイルスも宿主であるアルタナリア
・アルタナータ菌の生育に影響を与えること
が明らかとなった。 
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