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ＰＲＡ結果の概要 

Plum pox virus 

 

 

 

    写真：Plum pox virus に感染したウメの葉 

 

 

 

 

 

 この資料は、PRA 報告書を一般の方々にも容易にご理解いただけるよ

う、専門的な用語をなるべく使わずに要約をしたものです。詳細につい

ては、PRA 報告書本体をご覧ください。 
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１．Plum pox virus（プラムポックスウイルス）とは 

 

Plum pox virus（以下 PPV）は和名をウメ輪紋ウイルスといい、モモやアンズ

といったサクラ属等の植物に感染してこれに重大な被害を与えることが知られ

ています。症状は植物や品種によって異なり、モモやアンズ、セイヨウスモモ

では、成熟前に果実が落下することや、果実の奇形といった品質への大きな影

響が発生することが知られています。 

FAO（国際連合食糧農業機関）の統計を基にした推定によると、このウイルス

が発生した国では、アンズで 30 年間に約 36 億ユーロ（約 4,000 億円）、セイヨ

ウスモモで 30 年間に 54 億ユーロ（約 6,000 億円）の損失が生じるとされてい

ます。また、この他にもモモ、スモモ等が被害を受け、このウイルスが発生し

た国ではその防除、根絶のために多額の費用が費やされ、大きな経済的損失が

発生しています。 

日本でも 2009 年 4 月に東京都青海市で栽培されるウメ樹に発生が確認され、現

在、国及び東京都によりこのウイルスを根絶するための措置（緊急防除）がと

られています。 
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２．PPV のリスク評価 

 

 ※それぞれの評価は 

 「極めて高い」「高い」「中程度」「低い」「極めて低い」「無視できる」 

 の６段階で行っています。 

 

（１）入り込みの可能性《PPV が日本に入り、国内の植物にうつる可能性》 

このウイルスはヨーロッパ、アジア、北アメリカ、南アメリカ等（図１参照）

に発生していて、現在まで主にサクラ属の植物等に被害を与えると報告されて

います。これらの植物は、主に栽培用植物（苗木、穂木）、切花、生果実、種子、

木材として日本に輸入されることが想定されます。 

 

 

 

 図１ PPV の発生している国（赤く塗りつぶした部分） 

 ※日本では一部地域に発生しているが緊急防除を実施中 
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栽培用植物については、発生地で PPV に感染している可能性があると考えられ

ます。栽培用植物は鮮度を保つため温度や湿度を管理した状態で飛行機を使用

して輸入されることが多く、日本に輸送後も PPV が生存していると考えられま

す。また、PPV は感染した植物で症状を見せないことがあるため、通常の栽培

管理や目視による検査でPPVに感染した植物を除去することは困難であると考

えられます。輸入された栽培用植物は通常国内に植え付けられます。PPV の感

染は接木やアブラムシ等の媒介によっておきるため、PPV が栽培用植物から国

内の植物にうつる可能性は高いと考えられます。 

 

切花については、そのもととなる植物が栽培用植物と同じように育てられるた

め、発生地で PPV に感染している可能性があると考えられます。切花は栽培用

植物と同じく鮮度を管理した状態で飛行機を使用して輸入されることが多く、

日本に輸送後も PPV が生存していると考えられます。また、PPV は感染した

植物で症状を見せないことがあるため、通常の栽培管理や目視による検査で

PPV に感染した植物を除去することは困難であると考えられます。観賞用のサ

クラ属の切花は穂木として利用することが可能であり、他の植物にうつる可能

性は栽培用植物と同様であると考えられます。したがって、PPV が輸入された

切花から国内の植物にうつる可能性は高いと考えられます。 

 

生果実については、発生地でPPVに感染している可能性があると考えられます。

生果実は栽培用植物と同じく鮮度を管理した状態で飛行機を使用して輸入され

ることが多く、日本に輸送後も PPV が生存していると考えられます。また、PPV

は感染した植物で症状を見せないことがあるため、通常の栽培管理や目視によ

る検査で PPV に感染した植物を除去することは困難であると考えられます。輸

入された生果実は通常食用に使用され、残渣などは廃棄物処理場で焼却されま

す。PPV はアブラムシ等の昆虫で媒介され感染することが知られていますが、

生果実からの感染は実験的には確認されていますが、通常の自然条件下で起こ

るとは考えられないため、PPV が生果実から国内の植物にうつる可能性は無視

できると考えられます。 

 

種子については、PPV が種子から他の植物に伝染することは知られていないた

め、PPV が輸入された種子を介して国内の植物にうつる可能性は無視できると

考えられます。 

 

木材については、そのもととなる植物が栽培用植物と同じように育てられるも

のと考えられるため、発生地から輸出されるものは PPV に感染している可能性
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があると考えられます。木材は通常鮮度の管理がされない状態で船を使用して

長い時間をかけ日本に輸送されますが、輸送中にウイルスが死滅することはな

いと考えられます。輸入された木材は通常貯木場に保管された後、製材工場へ

運ばれ、樹皮をとり乾燥して製材にされます。PPV はアブラムシ等の昆虫で媒

介され感染することが知られていますが、保管中の木材がアブラムシ等により

加害されることは無いと考えられるため、PPV が輸入された木材から国内の植

物にうつる可能性は無視できると考えられます。 

 

 

これらのことから PPV が日本に入り込む可能性はそれぞれ 

・栽培用植物 ⇒ 高い 

・切花    ⇒ 高い 

・生果実   ⇒ 無視できる 

・種子    ⇒ 無視できる 

・木材    ⇒ 無視できる 

と考えられます 

 

 

（２）定着の可能性《国内の植物にうつった PPV が日本に住み着く可能性》 

日本には、モモ、スモモ、サクランボ、ウメといった PPV が自然に感染する植

物が広く存在しています。 

PPV はすでに日本で一部の地域に発生しており、海外でも日本と同じ気候区分

にある国に発生しています。 

 

これらのことから、今後も PPV が日本に定着する可能性は極めて高いと考えら

れます。 

 

 

（３）まん延の可能性《日本に住み着いた PPV が日本の中で広がっていく可能

性》 

PPV はアブラムシにより他の植物へとうつると考えられます。また、苗木が持

ち運ばれることや、感染した植物が他の植物に接木されることで他の場所へと

広がっていくことが予想されます。 

 

これらのことからPPVが日本の中にまん延する可能性は極めて高いと考えられ

ます。 



 6 / 10 

 

 

 

（４）経済的重要性《PPV は日本の農林業にどんな影響を与えるか》 

日本ではモモが 11,300 ヘクタール、サクランボが 4,660 ヘクタール、スモモが

3,400 ヘクタール、ウメが 18,600 ヘクタール栽培されています。 

PPV が日本にまん延した場合、これらが大きな被害、影響を受けることが予想

されます。そのため、PPV の日本における経済的な重要性は極めて高いと考え

られます。 

 

 

（５）リスク評価の結論《リスク評価のまとめ》 

これまでの結果から、PPV は発生国から輸入される栽培用植物及び切花によっ

て日本に入り込み、日本の農業に大きな被害を発生させる可能性があると判断

することができます。 

これらの品目は、入り込みの可能性が極めて高いため、通常の植物検疫措置だ

けではこの可能性を十分に抑えることはできないと考えられます。 

したがってPPVの被害が日本で発生するのを防ぐためには発生国から輸入され

る栽培用植物と切花に対してより有効な植物検疫措置をとる必要があります。 
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３．PPV のリスク管理《PPV の入り込みを阻止するための対策》 

（１）有効な植物検疫措置 

PPV の被害が日本に発生するのを防ぐためには、発生国から輸入される栽培用

植物と切花に対してより有効な植物検疫措置をとることが必要です。 

その措置として次のものを考えることができます。 

 

①無発生地域の指定 

PPV が発生している国からであっても、その国が PPV の発生を一部の地域（州

や県といった大きな範囲）に抑え込んでいたり、PPV の発生していない地域を

維持していたりする場合は、輸入をその地域からに限って認めることで PPV の

侵入する可能性を小さくすることができます。 

 

この措置は 

・栽培用植物 

・切花 

に有効であると考えられます。 

 

②無発生生産地又は無発生生産用地の指定 

PPV が発生している国からであっても、その国が特定の生産地（地区や畑とい

った小さな範囲）を PPV が発生している場所から隔離して、その中に PPV が

侵入しないよう厳しく管理している場合は、輸入をその生産地からに限って認

めることで PPV の侵入する可能性を小さくすることができます。 

 

この措置は 

・栽培用植物 

・切花 

に有効であると考えられます。 

 

③栽培地検査 

PPV が発生している国からであっても、その国で栽培されている期間中に植物

に PPV の発生が見られなかった場合は、その植物に PPV が感染している可能

性は極めて低いものであると考えることができます。このため、輸出国での栽

培期間中に PPV の発生が無かったものに限って輸入を認めることで、PPV の侵

入の可能性を小さくすることができます。 

 

この措置は 
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・栽培用植物 

・切花 

に有効であると考えられます。 

 

④輸出検査 

PPV が感染している場合、目視や顕微鏡を使用した検査で外見的な異常が確認

できることがあります。これにより、発生国側の検査で外見的な異常が見られ

なかったものに限って輸入を認めることで、PPV の侵入の可能性を小さくする

ことができます。 

 

この措置は 

・栽培用植物 

・切花 

に有効であると考えられます。 

 

⑤輸入検査 

PPV が感染している場合、目視や顕微鏡を使用した検査で外見的な異常が確認

できることがあります。これにより、輸入時の検査で外見的な異常が見られな

かったものに限って輸入を認めることで、PPV の侵入の可能性を小さくするこ

とができます。 

 

この措置は 

・栽培用植物 

・切花 

に有効であると考えられます。 

 

⑥隔離検疫 

PPV は、輸入した植物を一定期間栽培することでその植物に感染しているかど

うかを判断することができます。また、PPV は適切な管理を行うことで、特定

の場所から出ないよう隔離することができます。このことから、輸入した植物

を適切な管理の下で一定期間栽培し、PPV が感染していると判断された植物を

処分することで、PPV の侵入の可能性を小さくすることができます。 

 

この措置は 

・栽培用植物 

に有効であると考えられます。 
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これらの措置のうち‐ 

‐栽培用植物については 

・①無発生地域の指定 

・②無発生生産地又は無発生生産用地の指定 

・③栽培地検査 

・④輸出検査 

・⑤輸入検査 

・⑥隔離検疫 

 

‐切花については 

・①無発生地域の指定 

・②無発生生産地又は無発生生産用地の指定 

・③栽培地検査 

・④輸出検査 

・⑤輸入検査 

 

が実行が可能な措置であると考えられます。 

 

 

（２）植物検疫措置《植物検疫措置の結論》 

これまでの結果から、実際に行うことのできる有効な植物検疫措置として、次

のものを考えることができます。 

 

栽培用植物 

・①無発生地域の指定、④輸出検査、⑤輸入検査の組み合わせ 

・②無発生生産地又は無発生生産用地の指定、④輸出検査、⑤輸入検査の組み

合わせ 

・③栽培地検査、④輸出検査、⑤輸入検査の組み合わせ 

・④輸出検査、⑤輸入検査、⑥隔離検疫の組み合わせ 

 

切花 

・①無発生地域の指定、④輸出検査、⑤輸入検査の組み合わせ 

・②無発生生産地又は無発生生産用地の指定、④輸出検査、⑤輸入検査の組み

合わせ 

・③栽培地検査、④輸出検査、⑤輸入検査の組み合わせ 
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これらの植物検疫措置が発生国から輸入される栽培用植物と切花に対して適切

にとられることで、PPV が日本へ入り込み、日本の農業に大きな被害を発生さ

せる可能性は十分に抑えられると考えられます。 


