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第１章  病害虫危険度解析の開始 

 

１ 開始点 

  平成２０年７月、福島県のトマト生果実生産施設において栽培されていたトマトに日

本で発生が確認されていなかった Potato spindle tuber viroid（以下、PSTVd」という。）

が検出された旨の通報が、（独）農業・食品産業技術研究機構中央農業研究センターか

らあった。発生が確認された施設では、関連する苗及び培養資材を廃棄するとともに、

農林水産省及び福島県が施設内及び施設周辺において、２ヶ月毎になす科の宿主植物を

中心に PSTVd による病気の発生の有無の調査を行ったが、全期間にわたって、PSTVd

による病気の新たな発生がないことを確認したことから、農林水産省は平成２１年７月

をもって、今回の PSTVd による病気の発生が終息したと判断した。 

  また、発生原因を特定するための調査を実施したところ、発生を確認したトマトにつ

いては、すべて特定の育苗施設から苗が供給されており、かつ、その苗は特定の輸入種

子に由来していた等の理由により、当該輸入種子が PSTVd に汚染されていた可能性が高

いと判断した。 

  これらのことを踏まえ、PSTVd に対して現在実施されている輸入検疫措置見直しの必

要性を確認するため、本ウイロイドの宿主植物を経路とした病害虫危険度解析（以下、

「ＰＲＡ」という。）を開始することとした。 

 

２ 対象となる有害動植物の特定 

  ＰＲＡの対象とする有害動植物は、PSTVd とする。 

 

３ 対象となる経路の特定 

    ＰＲＡの対象とする経路は、PSTVd 発生国から輸入される宿主植物の「栽植用植物（生

塊茎等の地下部を含む）」、「生果実」及び「種子」とする。 

 

４ ＰＲＡ地域の特定 

  ＰＲＡの対象地域は、日本全域とする。 

 

５ PSTVd に関する情報 

（１）分布 

   ヨーロッパ： ベラルーシ、ドイツ、ポーランド、ロシア、ウクライナ、イギリス、 

オランダ、イタリア、イスラエル、ベルギー、フランス※ 

   アジア： アフガニスタン、中華人民共和国、トルコ、インド 

   アフリカ： エジプト、ナイジェリア 

   北米： アメリカ合衆国、 

   中南米：コスタリカ、ベネズエラ、ペルー、チリ 

   オセアニア： ニュージーランド 

 ※ 日本で PSTVd が確認された原因種子がフランスで採種されたものであることから、フランスは発

生国とした。 
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（２）宿主植物（自然感染宿主） 

    ばれいしょ(Solanum tuberosum L.)、トマト(Solanum lycopersicum L.)、とうがらし

(Capsicum annuum)、ペピーノ(Solanum muricatum Aiton)、アボカド(Persea americana 

Mill.)、ツルハナナス(Solanum jasminoides)、ペチュニア(Petunia×hybrida)、シマホオ

ズキ(Physalis peruviana)、キダチチョウセンアサガオ(Brugmansia suaveolens)、コダチ

チョウセンアサガオ(Brugmansia×candida)、Brugmansia cordata、Brugmansia variegata、

Streptosolen jamesonii、Solanum rantonnetti、ダリア（Dahlia spp. ） 

   自然感染宿主のうち、ばれいしょ及びトマトは、ヨーロッパ・地中海地域で重要な

宿主と見なされている(CABI and EPPO, 1997)。 

   ばれいしょ及びトマトを除き、他の多くの宿主植物は病徴を示さない。 

 

６ 経路に対する現行の植物検疫措置 

（１）現在の日本の PSTVd の宿主植物に対する輸入植物検疫措置は、ばれいしょ生塊茎に

あっては、輸出検査の結果に基づき輸出国植物防疫機関が発給する植物検疫証明書の

添付義務及び輸入検査並びに植物防疫法第８条第７項に基づく隔離栽培（室内精密検

定を含む。）の措置である。また、それ以外については、輸出検査の結果輸出国植物

防疫機関が発給する植物検疫証明書の添付義務及び輸入港での検査であり、PSTVd に

対する特別な検査は行われていない。 

 

（２）また、（１）以外に、PSTVd の宿主植物については、上記（１）輸入検疫措置が適

用される他に、その他の有害動植物に対する措置として下表の措置が適用されている。 

 

有害動植物 植  物 現行措置 

チチュウカイミバエ アボカド及びなす科植物の「生果実」 輸入禁止 

ミカンコミバエ種群 アボカド及びなす属植物の「生果実」 輸入禁止 

クインスランドミバエ アボカド及びトマトの「生果実」 輸入禁止 

じゃがいもがんしゅ病 

 

なす科植物の「生茎葉及び生塊茎等の地

下部」 

輸入禁止 

 

コロラドハムシ なす科植物の「生茎葉」 輸入禁止 

ジャガイモシストセンチュウ

及びジャガイモシロシストセ

ンチュウ 

なす科植物の「生塊茎等の地下部」 

 

 

輸入禁止 

 

 

たばこべと病 なす科植物の「生茎葉及び生果実」 輸入禁止 

カンキツネモグリセンチュウ アボカド及びトマトの「生植物の地下部

」 

輸入禁止 

コロンビアネコブセンチュウ 

 

ばれいしょの「生植物の地下部であって

栽培の用に供し得るもの」 

栽培地検査 

 

ニセコロンビアネコブセンチ トマト及びばれいしょの「生植物の地下 栽培地検査 
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ュウ 部であって栽培の用に供し得るもの」  

ニセネコブセンチュウ 

 

トマト及びばれいしょの「生植物の地下

部であって栽培の用に供し得るもの」 

栽培地検査 

 

バナナネモグリセンチュウ 

 

アボカド及びばれいしょの「生植物の地

下部であって栽培の用に供し得るもの」 

栽培地検査 

 

 ※１ 輸入禁止：植物防疫法第７条に規定 

 ※２ 栽培地検査：植物防疫法第６条第２項に規定 

 

７ 開始の結論 

  トマト、ばれいしょ等に被害を与える PSTVd の発生が日本において確認され、その原

因が汚染輸入種子によるものと推測された。そこで本ウイロイドの発生国から輸入され

る宿主植物を介して、本ウイロイドが我が国に侵入・まん延する可能性及び潜在的経済

的重要性を評価するとともに、現行実施されている輸入検疫措置の見直しの必要があれ

ば、適切な危険度管理措置の選択肢を提案するため、ＰＲＡを開始する。 

  なお、ＰＲＡの対象とする病害虫は PSTVd とし、対象とする経路は、PSTVd 発生国

から「栽植用植物」、「生果実」及び「種子」として輸入される PSTVd の宿主植物（自

然感染宿主）、対象とする地域は日本全域とする。 
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第２章 病害虫危険度評価 

  本ＰＲＡでの危険度評価は、植物検疫措置に関する国際基準（以下、「国際基準」とい

う。） No.11 (FAO, 2004) を指針として、諸外国の評価の方法も参考にしつつ作成した別

添１の評価基準（以下「評価基準」という。）に基づき、「侵入（入り込み及び定着の可

能性に分けられる。）の可能性」、「まん延の可能性」及び「経済的重要性」の４つの評

価項目について行い、それぞれの評価項目は、「極めて高い」、「高い」、「中程度」、

「低い」、「極めて低い」及び「無視できる」の６段階で評価した。なお、「無視できる」

と評価された場合は、以降の評価を中止することとした。 

  また、「定着の可能性」、「まん延の可能性」及び「経済的重要性」の評価は、輸入さ

れる品目（栽植用植物、生果実及び種子）に関わらず同一の評価となるため、まとめて記

載した。 

 

１ 侵入の可能性 

（１）入り込みの可能性 

 〔栽植用植物〕 

① 原産地で品目に付着している可能性 

    PSTVd はトマト及びばれいしょに感染し、収量減等の被害を起こすことが報告さ

れている。また、近年とうがらし、ペチュニア等の植物でも無病徴感染することが

確認されている。これらの宿主植物については、PSTVd の感染率の差は不明である。

このことから、PSTVd が原産地で品目に感染している可能性は「高い」と評価され

る。 

② 輸送中・貯蔵中に生き残る可能性 

    Diener(1979)は、PSTVd の耐熱性及び耐凍性について、PSTVd の核酸は、90℃・

10 分の熱処理をもっても不活化しないこと、感染植物の汁液を数週間凍結しても

PSTVd は保存できることを報告している。このことから、輸送中・貯蔵中に生き残

る可能性は「極めて高い」と評価される。 

③ 既存の管理手続に耐えて生き残る可能性 

我が国に輸入される PSTVd の宿主植物に対する管理手続としては、通常収穫、選

別及び肉眼による輸出入検査が適用される。PSTVd による病徴は、ばれいしょの

場合、地上部では茎葉の矮化、エピナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、直立化、

濃緑化、塊茎では、亀裂、細長化、芽数の増大を引き起こす。また、トマトでは

頂葉のエピナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、葉脈及び茎部のえそ、株の萎縮を

示す。これらの病徴は栽培品種や環境条件によって変化し、無病徴感染すること

もある。また、他の多くの宿主植物は病徴を示さないため、これらの管理手続で

PSTVd に感染した植物体が発見され除去される可能性は極めて低く、既存の管理

手続に耐えて生き残る可能性は「極めて高い」と評価される。 

  ④ 宿主植物に移動する可能性 

    PSTVd に感染した栽植用植物は、直接、畑作地や生産施設内に植え付けられるこ

とから、PSTVd が感染した植物体から日本の宿主植物に移動する可能性は「極めて

高い」と評価される。 
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 〔生果実〕 

① 原産地で品目に付着している可能性 

    PSTVd はトマト、とうがらし等の宿主植物の生果実に感染することが知られてい

る。生果実について栽植用植物と感染率に差があるとの情報はない。このことから、

PSTVd が原産地で品目に感染している可能性は「高い」と評価される。 

  ② 輸送中・貯蔵中に生き残る可能性 

    Diener(1979)は、PSTVd の耐熱性及び耐凍性について、PSTVd の核酸は、90℃・

10 分の熱処理をもっても不活化しないこと、感染植物の汁液を数週間凍結しても

PSTVd は保存できることを報告している。このことから、輸送中・貯蔵中に生き残

る可能性は「極めて高い」と評価される。 

  ③ 既存の管理手続に耐えて生き残る可能性 

    我が国に輸入される PSTVd の宿主植物の生果実に対する管理手続としては、通常

収穫、選別及び肉眼による輸出入検査が適用される。しかしながら、いずれの宿主

においても生果実には明瞭な病徴を示さないことから、これらの管理手続措置で発

見され除去される可能性は極めて低く、既存の管理手続に耐えて生き残る可能性は

「極めて高い」と評価される。 

  ④ 宿主植物に移動する可能性 

     PSTVd の伝搬様式は主に管理作業や農業機具などによる機械的伝搬(Smith et al., 

1997; CABI, 2006)、接ぎ木による伝搬が知られている。また、PSTVd を永続伝搬す

るような昆虫は知られていない(Smith et al., 1997)。 

        消費用として輸入された生果実は機械的伝搬源になることはなく、また、日本に

発生している昆虫が消費用として輸入された生果実に付着して PSTVd を保毒し、ベ

クターとなってさらに日本の宿主植物に移動して PSTVd を伝搬する可能性は限り

なく低いと考えられることから、PSTVd が日本の宿主植物に伝搬する可能性は「無

視できる」と評価される。 

 

 〔種子〕 

  ① 原産地で品目に付着している可能性 

    現在、本ウイロイドの種子伝染が報告されている宿主植物はトマト及びばれいし

ょのみである。 

    本ウイロイドに感染した種子は明瞭な病徴を示すことはなく、感染した宿主植物

の種子に潜在的に存在する可能性が高い。このことから、トマト及びばれいしょに

おいて、本ウイロイドが原産地で品目に付着している可能性は「高い」と評価され

る。 

    また、トマト及びばれいしょ以外の宿主植物については、種子伝染の報告はなく、

品目（種子）に感染している可能性は「無視できる」と評価される。 

  ② 輸送中・貯蔵中に生き残る可能性 

    Diener(1979)は、PSTVd の耐熱性及び耐凍性について、PSTVd の核酸は、90℃・

10 分の熱処理をもっても不活化しないこと、感染植物の汁液を数週間凍結しても
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PSTVd は保存できることを報告している。また、21年間保存されたばれいしょの真

性種子から PSTVd が検出されたとの報告もある（Singh et al., 1991)。このことから、

輸送中・貯蔵中に生き残る可能性は「極めて高い」と評価される。 

  ③ 既存の管理手続に耐えて生き残る可能性 

    我が国に輸入される種子に対する管理手続としては、原産地における乾燥、精選

及び肉眼による輸出入検査が適用される。しかしながら、感染した種子が小粒とな

り発芽率が低下することはある（Benson et al., 1964）ものの感染した種子が明確な

病徴を示すことはなく、また、「②輸送中・貯蔵中に生き残る可能性」で言及した

ように、PSTVd の耐熱性は極めて高く、乾燥により死滅することはないと考える。

このことから、既存の管理手続に耐えて生き残る可能性は「極めて高い」と評価さ

れる。 

  ④ 宿主植物に移動する可能性 

    PSTVd に感染した種子は、直接、畑作地や生産施設に植え付けられることから、

PSTVd が日本の宿主植物に移動する可能性は「極めて高い」と評価される。 

 

（２）入り込みの可能性の結論 

      評価基準に基づき、入り込みの可能性は、「栽植用植物」については「高い」、「種

子（トマト及びばれいしょに限る。）」については「高い」、生果実は「無視できる」

と評価される。生果実については「無視できる」と評価されたことから以降の評価を

中止する。 

 

（３）定着の可能性 

    ① 日本における宿主の利用可能性 

        PSTVd の宿主植物であるトマト及びばれいしょは全国で栽培されており、本ウイ

ロイドが日本の宿主を利用する可能性は「極めて高い」と評価される。 

  ② 日本の環境への適応能力 

上述したように、PSTVd の宿主植物であるトマト及びばれいしょは全国で栽培さ

れており、これらの植物に感染しうる本ウイロイドの日本の環境への適応能力は極

めて高いと考えられる。さらに、CLIMEX(Sutherst and Maywald, 1999)を用いて各国

と日本の気候類似度を算出した結果、PSTVd は日本と気候類似度が極めて高いアメ

リカ合衆国（以下、「米国」という。）、中華人民共和国（以下、「中国」という。）、

トルコ、ニュージーランド、ペルー等に分布している。これらのことから、本ウイ

ロイドの日本の環境への適応力は「極めて高い」と評価される。 

  ③ 年間を通じた生存能力 

        PSTVd は種子、生塊茎等に感染して生き残ることから、周年を通じ生存すること

が可能である。このことから、本ウイロイドが日本で年間を通じて生き残る可能性

は「極めて高い」と評価される。 

  ④  定着の可能性の結論 

    評価基準に基づき、定着の可能性は「極めて高い」と評価される。 

 

（４）侵入の可能性の結論 
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      評価基準に基づき、侵入の可能性は「栽植用植物」については「高い」、また、「種

子（トマト及びばれいしょに限る。）」については、「高い」と評価される。 

 

２ まん延の可能性 

   PSTVd の自然分散は、主に農業機具等による機械的接触伝搬（主に汁液伝染）及び

接ぎ木等の感染植物と健全植物との接触によるものである。PSTVd が昆虫の加害によ

り伝搬されるとの報告はあるが、昆虫により永続伝搬するとの報告はない。また、花

粉により伝搬されるとの報告(Shamloul et al., 1997, Singh et al., 1992)もあるが、野外に

おける伝搬能力について詳細は不明である。 

一方、PSTVd の短・長距離のまん延は主に感染したばれいしょ塊茎の人為的移動に

よるものと考えられており、塊茎等の栄養繁殖する植物体によりまん延する可能性が

極めて高い。 

また、本ウイロイドは 1920 年代に米国ニュージャージー州のばれいしょほ場で最

初に報告され、続いてメイン州、その後、カナダ、中国、ロシア、オーストラリア、

アルゼンチン、ペルー、ベネズエラ及びブラジルから報告(CABI, 2006)されており、

分布を拡大した記録がある。 

   以上のことから、まん延の可能性は「極めて高い」と評価される。 

 

３ 侵入及びまん延の可能性の結論 

  評価基準に基づき、侵入及びまん延の可能性は、「栽植用植物」については「高い」、

「種子（トマト及びばれいしょに限る。）」については、「高い」と評価される。 

 

４ 経済的重要性 

（１）被害程度 

PSTVd は、ばれいしょに茎葉の矮化、エピナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、直立

化、濃緑化、塊茎に亀裂、細長化、芽数の増大を起こし、塊茎収量が減尐する。また、

トマトに株の萎縮、上偏生長、縮葉、葉脈及び茎部のえそ等を伴う症状を引き起こす。  

 

（２）農作物等の損失 

宿主植物の被害程度に関しては、PSTVd には２系統が知られており、弱毒系等（Mild 

strain）に感染したばれいしょと強毒系統（Severe strain）に感染したばれいしょで収量

減に差があり、また、品種毎の接種試験についても、PSTVd 接種株の塊茎重量は、健

全株の 41～93% と幅がある。また、PSTVd は塊茎収量を減尐させるだけではなく、そ

の奇形により経済的価値を著しく減尐させる（中原ら,1997； Bonde, 1951；CABI, 2006

； Manzer, 1961）。 

また、被害を受けるばれいしょ及びトマトは生産量が非常に多い植物である。主に

ばれいしょは塊茎で、トマトは接木苗により施設栽培で集約的に生産されるもので、

いずれも PSTVd が伝搬可能な種苗（植物部位）を利用していることから、PSTVd が

侵入・定着・まん延した場合、大きな被害を与える可能性は高い。 
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（３）侵入及びまん延した場合の輸出市場への影響 

PSTVd が日本に発生した場合、PSTVd の宿主植物は諸外国から新たに検疫措置要求

や輸入禁止措置がとられることが懸念され、輸出への影響は大きい。 

 

（４）防除の難易 

   PSTVd のほ場への侵入防止策には、ほ場への感染植物の持ち込み防止、PSTVd に感

染していない植物の植付け等の耕種的防除がある(CABI, 2006)。PSTVd が発生した場

合、薬剤による防除は不可能なため、主な防除方法は、目視検査による感染株の抜取

りとなるが、病徴のみに基づく診断は不十分であるため(CABI, 2006)、ほ場ですべて

の感染株を特定することは困難である。 

 

（５）侵入及びまん延した場合の防除経費への影響 

上述のとおり、PSTVd の防除には PSTVd に感染していない植物の作出及び増殖、

感染株の抜取り作業並びにまん延を防ぐためのほ場の衛生管理等の耕種的防除が必要

となる。このため、既存の病害虫を対象とした防除に加え、新たな防除経費が必要と

なり、経済的な影響が生じる。 

 

（６）経済的重要性の結論 

   PSTVd が日本に侵入・まん延した場合、ばれいしょ、トマト等主要農産物に大きな

被害を与える可能性がある。また、発生した場合、ほ場における新たな防除経費が発

生することとなり、さらに、輸出市場を失う可能性がある。これらのことから、経済的

重要性は「極めて高い」と評価される。 

 

５ 危険にさらされている地域 

    日本全域 

 

６ 評価に当たっての不確実性 

PSTVd の自然分散の可能性について、昆虫や花粉により伝搬されるとの報告もある

が、野外における伝搬能力について詳細は不明であり不確実性が伴う。 

PSTVd に感染する宿主植物について、自然感染が確認されている植物は第１章の５の

（２）のとおりである。また、人工接種により多くの植物で本ウイロイドの感染が認め

られているが（参考情報に記載）、当該植物が自然感染するかどうかについては不確実

性が伴う。 

現在 PSTVd の種子伝染が知られているのはトマト及びばれいしょのみであるが、その

他の宿主植物について種子伝染するか不明であり、不確実性が伴う。 

 

７ 病害虫危険度評価の結論 

    PSTVd に対する現行の措置として、栽植用植物については、ばれいしょ生塊茎以外の

植物に対する措置として、輸出国における輸出検査及び日本での輸入検査を実施してい
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るところであるが、危険度評価の結果、適切な管理措置の導入が必要と判断した。また、

種子（トマト及びばれいしょに限る。）については、輸出国における輸出検査及び日本

での輸入検査を実施しているところであるが、危険度評価の結果、適切な管理措置の導

入が必要と判断した。生果実については、侵入及びまん延の可能性は「無視できる」と

評価されたことから、危険度管理は不要と判断した（表１）。 

 

表１  PSTVd の危険度評価結果 

   

 

入り込み

の可能性 

 定着の

 可能性 

侵入の

可能性  

まん延の

 可能性  

侵入・まん

延の可能性 

経済的

重要性  

危険度管

理の要否 

栽植用植物 高 

 

極高 

 

高 

 

極高 

 

高 

 

極高 

 

要 

 

種子(トマト及びば

  れいしょに限る。) 

高 

 

極高 

 

高 

 

極高 

 

高 

 

極高 

 

要 

 

生果実 

 

無視 － 無視  無視 － 否 
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第３章 病害虫危険度管理 

 

 前章において、PSTVd の発生国から輸入される宿主植物を介して、本ウイロイドが我が

国に侵入及びまん延する危険度を低減させるための措置として、尐なくともばれいしょ生

塊茎以外の栽植用植物及び種子（トマト及びばれいしょに限る。）では、現行の措置以外

の管理措置の導入が必要と結論された。本章では、PSTVd の発生国からの宿主植物の輸入

に伴う侵入の危険度を低減させるための適切な危険度管理について検討する。 

 

１ 適切な危険度管理措置の検討及び選定 

（１）想定される危険度管理措置の選択肢及びその有効性 

      第２章の病害虫危険度評価の結果、危険度管理が必要であるとされた経路、つまり

「栽植用植物」及び「種子（トマト及びばれいしょに限る。）」について、PSTVd の

侵入及びまん延の危険度を適切な許容水準まで低減させるため、関係する国際基準等

を参考にし、有効性があると思われる危険度管理措置として、以下の選択肢を検討し

た。 

 

  ①  病害虫無発生地域の指定（国際基準 No.4 で規定） 

  ②  病害虫無発生生産地又は病害虫無発生生産用地の指定（国際基準 No.10 で規定） 

  ③  輸出国における栽培地検査 

  ④  輸出入検査 

  ⑤  室内精密検査（輸出国/輸入国） 

  ⑥  国内における隔離栽培 

  ⑦  輸入禁止 

 

   これら選択肢について、個々の措置の有効性を検討するとともに、単独の措置では

侵入の危険度を低減するには不十分と考えられる場合には、これらを組み合わせた措

置の有効性を検討した。 

   なお、単独又は組合せ措置では、危険度を低減させる効果がないと判断された場合

には、⑦の輸入禁止措置が適用される以外に方法はない。 

 

  ① 病害虫無発生地域の指定 

    国際基準 No.4 に規定される病害虫無発生地域（Pest Free Area：以下「PFA」とい

う。）の設定及び維持。PFA とは、「ある特定の病害虫が発生していないことが科

学的に証明され、適切な場合、この状態が公的に維持されている地域」と定義され

ている（FAO, 1996b）。ここで言う「地域」とは、「公的に定められた国、国の一

部、又は数カ国の全部若しくは一部」と定義されている（FAO, 1996b）。PFA には

以下の必要条件がある。つまり、国家植物防疫機関により、１）病害虫の無発生を

設定するシステム、２）病害虫の無発生を維持するための植物検疫措置、及び３）

病害虫の無発生が維持されていることを立証するための監視が適切に確立・履行さ

れなくてはならない（FAO, 1996a）。 
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    PFA の必要条件が満たされて機能した場合、当該地域内で栽培されている宿主植

物に PSTVd が感染している可能性はないため、栽植用植物及び種子を経路とした、

PSTVd の侵入及びまん延の危険度を低減させる危険度管理措置として有効である

と判断した。また、輸入された栽植用植物及び種子に対して当該措置が適切に履行

されたことを確認するため、輸出入検査と組み合わせる必要がある。 

 

  ② 病害虫無発生生産地又は病害虫無発生生産用地の指定 

        国際基準 No.10 に規定される病害虫無発生生産地（Pest Free Place of Production：

以下「PFPP」という。）及び病害虫無発生生産用地（Pest Free Production Site：以下

「PFPS」という。）の設定及び維持。PFPP とは「ある特定の病害虫が発生してい

ないことが科学的な証拠により証明され、適切な場合、この状態が一定期間公的に

維持されている生産地。」、PFPS とは「病害虫無発生生産地と同一の方法で区分さ

れた単位として管理され、かつ、ある特定の病害虫が発生していないことが科学的

根拠により証明され、適切な場合、この状態が一定期間公的に維持されている生産

地の明確にされた部分。」と定義されている（FAO, 1996b）。PFPP あるいは PFPS

には上述①の PFA 設定・維持の必要条件１）から３）に加え、以下の条件が必要で

ある。つまり、４）生産物の識別、５）荷口の保全、及び６）植物検疫上の安全保

障、が国家植物防疫機関により適切に確立・履行されなくてはならない（FAO, 1999）。 

        また、適用される病害虫の特性として、１）自然のまん延速度が遅く、その距離

も短い、２）人為的まん延の可能性が限られている、３）宿主範囲が狭い、４）適

切な季節に肉眼検査又はほ場もしくは実験室での検定によって、十分に感度の高い

有害動植物検出方法が利用可能であること等が一般要求事項として例示されている

が、PSTVd の場合、生塊茎、種子等により人為的に移動すること、栽培環境、系統

により無病徴感染することがあることを考慮する必要がある。 

    このことから、当該措置の有効性を確保するためには、１）PFPP 及び PFPS 内へ

の感染源（汚染された種子、苗木、農機具等）の持ち込み禁止、２）病害虫無発生

の達成又は維持のための精密検定を組み合わせた精度の高い検査、３）国家植物防

疫機関による監督等、一連の管理手続き、検査等を徹底する必要がある(FAO, 1999)。 

        したがって、当該措置はこのような条件を満たされる限りにおいては、PSTVd の

侵入・まん延の危険度を低減させる危険度管理措置として、有効であると判断した。

なお、当該措置が適切に履行されたことを確認するため、輸出入検査と組み合わせ

る必要がある。 

 

  ③ 輸出国における栽培地検査 

        栽培地検査は、輸出入時に通常行われる肉眼の検査において発見が困難な病害虫

であり、栽培期間中であれば病徴、あるいは加害の徴候を示す病害虫について、輸

出国において栽培ほ場（園地等）での検査を要求するものである。 

    PSTVd に感染した宿主植物は、ばれいしょの場合、地上部では茎葉の矮化、エピ

ナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、直立化、濃緑化を引き起こす。また、トマトで

は頂葉のエピナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、葉脈及び茎部のえそ、株の萎縮を
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示す。しかし、これらの病徴は栽培品種や環境条件によって無病徴から激しいもの

まで変化する。 

    このことから、検査において本病の病徴が確認された植物又は見かけ上健全な植

物並びに種子等の収穫物から適正なサンプリングにより試料を採取し、室内精密検

査によって、PSTVd の検定が行われるべきである。 

    以上の点に留意し、輸出国政府の責任において実施される栽培地検査は、室内精

密検査と組み合わせることにより、栽植用植物及び種子を経路とした、PSTVd の侵

入及びまん延の危険度を低減させる危険度管理措置として有効であると判断した。

また、輸入された栽植用植物及び種子に対して当該措置が適切に履行されたことを

確認するため、輸出入検査と組み合わせる必要がある。 

 

  ④ 輸出入検査 

        通常、輸出検査とは輸出国政府の責任の下、輸出される荷口の植物に対して行わ

れる検査を指し、輸入検査とは当該荷口が到着した際に、輸入国政府の責任の下、

輸入された荷口の植物に対して行われる検査である。特に規定がない限り、これら

の検査は肉眼で行われ、植物体に現れる病徴あるいは異常が発見された場合、その

原因が特定され、病害虫の感染・寄生が判明した場合には、これらが混入する荷口

を除去することが可能となる。しかし、PSTVd の場合、肉眼検査では、上述③「栽

培地検査」で示したとおり、無病徴感染している場合があること、種子で輸入され

た場合病徴を判別することは困難であること、から PSTVd の侵入及びまん延の危険

度を低減させる危険度管理措置として単独では不十分である。 

    一方、輸出検査時に作成される植物検疫証明書は、輸出される植物に PSTVd が感

染していないことを証明する他、原産地、植物の種類、数量等の詳細、輸入国から

の要求事項に適合している旨の追加記述、荷口に対して行われた駆除・消毒処理の

内容が記載される。輸入検査では、荷口の検査と共に、当該証明書の内容が確認さ

れる。つまり、輸出入検査は、荷口の健全性を確保すると共に、添付される植物検

疫証明書の発行及び確認を行うためにも、植物検疫上不可欠な措置であり、他の有

効な全ての措置と組み合わせて行われるべきものである。 

 

  ⑤ 室内精密検査 

    現在、PSTVd を特異的に検出可能な遺伝子診断法（RT-PCR 法等）が開発されて

いる。 

    このような分子生物学的手法は、PSTVd を特異的に検出することが可能であり、

有効な手法であると考えられる。また、室内精密検査の導入にあたっては以下を考

慮する必要がある。 

ア 肉眼検査よりも検定に時間を要する 

イ 破壊検査になる 

ウ 検定に必要な機器、設備を整備する必要がある 

エ 荷口からの一定量の抽出となる 
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③  国内における隔離栽培 

        隔離栽培は、栽培の用に供する植物を対象として、輸入後、その全量を国等の隔

離ほ場において一定期間栽培し、検査を行うものである。輸出入検査時に病徴が発

見されなかった植物であっても、栽培を行い、病徴確認及び精密検査を実施するこ

とにより、感染の有無を明らかにすることができる。但し、既述のとおり、PSTVd

は無病徴感染する場合があり、隔離栽培中の「室内精密検査」と組み合わせること

により、栽植用植物を経路とした、PSTVd の侵入及びまん延の危険度を低減させる

危険度管理措置として有効であると判断した。 

        なお、隔離栽培の対象となるのは、隔離栽培後も遺伝的な形質が変化しない、ば

れいしょ生塊茎等の栄養繁殖する植物、果樹苗、穂木といった永年植物に限定され、

種子及び１年生植物の苗木等は隔離栽培には適さない。 

 

  特定した経路に対して想定される植物検疫措置の選択肢とその有効性を表２に取りま

とめた。 

 

表２ 特定した経路に対する植物検疫措置の有効性 

 

特定した経路 

 

植物検疫措置 

PFA 

 

PFPP.PFPS 栽培地検査 

 

輸出入検査 室内精密検

定 

隔離栽培 

 

栽植用植物 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○＊ 

種子 ◎ ◎ ○ ○ ○ × 

 ◎：最も効果がある。 ○：他の措置との組み合わせで効果がある。 ×：効果があるが適さない。 

＊：１年生植物の苗については× 

 

（２）想定される危険度管理措置の実行可能性 

   この項では、上記（１）の経路により PSTVd の宿主植物の輸入に伴う危険度を低減

させるため有効とされた植物検疫措置の選択肢について、実行可能性（実行上の難易）

を検討した結果は以下のとおり。 

  ① PFA 及び PFPP・PFPS の設定・維持は、輸出国植物防疫機関により適切に管理さ

れることが条件であるが、実行可能な措置と考えられる。 

  ② 輸出国における栽培地検査は、前述のように輸出時の検査では発見が困難な検疫

有害動植物について輸出国において一定の栽培期間中、検査を行うものであり、輸

出国において適切な検査が行われることが担保されれば、実行可能な措置と考えら

れる。 

  ③ 輸出入検査は、PFA あるいは PFPP・PFPS の指定、栽培地検査、輸出国での室内

精密検定が確実に履行されたことを確認する上で必要であり、実行上の問題はない。 

④  室内精密検定は、上述したように、１）肉眼検査よりも検定に時間を要する、

２）破壊検査になる、３）検定に必要な機器、設備を整備する必要がある４）荷

口からの一定量の抽出となる、等の理由から、PFA 及び PFPP・PFPS の設定・維

持のための発生調査及びモニタリングの手法あるいは栽培地検査又は隔離栽培を
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補完する検定方法としては実行可能性が高いと考えるが、郵便、携帯で持ち込ま

れる種子等の尐量荷口の輸入検査ではサンプルを破壊するため実行は困難である

と考えられる。 

⑤  国内における隔離栽培は、実行上は可能であるが、栽培の用に供する植物を対

象として、輸入後、その全量を国等の隔離ほ場において一定期間栽培する必要が

あり、また、隔離栽培の対象となる植物は、隔離栽培後も遺伝的な形質が変化し

ないばれいしょ生塊茎等の栄養繁殖する植物、永年植物に限定されるため、種子

及び１年生植物の苗は隔離栽培には適さないと考えられる。 

 

特定した経路に対して想定される危険度管理措置の実行可能性を表３に取り

まとめた。  

 

 

          表３ 特定した経路に対する植物検疫措置の実行上の難易 

特定した経路 

 

 

植物検疫措置 

PFA  

 

 PFPP

・PFPS 

栽培地

検査 

輸出入

検査 

室内精 

密検定 

隔離 

栽培 

栽植用植物 ○ ○ ○ ○ △ △＊ 

種子 ○ ○ ○ ○ △ × 

○：実行が容易  △：実行が可能であるが制限される  ×：実行が困難 

＊：１年生植物の苗については× 

 

２ 植物検疫措置の選択肢の採否結果 

  以上の検討の結果、それぞれの経路について PSTVd の侵入の危険度を低減させること

が可能であり、かつ必要以上に貿易制限的ではないと判断した措置として各経路ごとに

以下の選択肢を採用した。 

 

（１）栽植用植物 

   栽植用植物に対する措置の選択肢として、①「PFA に現行の輸出入検査を組み合わ

せた措置」、②「PFPP・PFPS に現行の輸出入検査を組み合わせた措置」、③「輸出

国における栽培地検査、輸出入検査及び室内精密検定」、あるいは④「輸出入検査、

室内精密検定及び国内における隔離栽培」、により、PSTVd の侵入の危険度を低減さ

せることが可能であると判断された（表４）。 

   また、原産地で既に PFA 又は PFPP・PFPS が設定されている場合には、選択肢①及

び②の措置がより貿易制限的でないと考えられるが、そのような設定がなされていな

い場合は、③で対応することが適切であると考えられる。また、③の室内精密検定に

ついては、１の（２）の④の理由から、輸出国において実施されるべきである。 

   なお、ばれいしょ生塊茎については、既に現行の措置として、輸出入検査、室内精

密検定及び隔離栽培が実施されているところであり、現行の措置を変更する必要はな

い。 
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表４ 栽植用植物に対する植物検疫措置の選択肢 

       

 特定した経路 

 

選

択

肢 

 植物検疫措置の組み合わせ  

PFA  

 

PFPP・ 

PFPS 

栽培地

検査 

輸出入

検査 

室内精

密検定 

隔離栽

培 

栽植用植物 

 

 

 

① ○   ○   

②  ○  ○   

③   ○ ○ ○  

④    ○ ○ △＊ 

    ＊：１年生植物の苗については× 

 

（２）種子 

      種子に対する措置の選択肢としては、①PFA に現行の輸出入検査を組み合わせた措

置、②PFPP・PFPS に現行の輸出入検査を組み合わせた措置、③輸出国における栽培

地検査、輸出入検査及び室内精密検定、により、PSTVd の侵入の危険度を低減させる

ことが可能であると判断された（表５）。 

   また、原産地で既に PFA 又は PFPP・PFPS が設定されている場合には、選択肢①及

び②の措置がより貿易制限的でないと考えられるが、そのような設定がなされていな

い場合は、③の輸出国における栽培地検査、輸出入検査及び室内精密検定で対応する

ことが最も適切であると考えられる。またこの場合、室内精密検定は、１の（２）の

④の理由から、輸出国において実施されるべきである。 

 

表５ 種子に対する植物検疫措置の選択肢 

       

 特定した経路 

 

選

択

肢 

 植物検疫措置の組み合わせ  

PFA  

 

PFPP・ 

PFPS 

栽培地

検査 

輸出入

検査 

室内精

密検定 

種子 

 

 

① ○   ○  

②  ○  ○  

③   ○ ○ ○ 

 

３ 病害虫危険度管理の結論 

  以上の検討の結果、我が国に PSTVd を侵入・まん延させる可能性があり危険度管理が

必要と判断された経路、すなわち、「栽植用植物」及び「種子」として輸入される宿主植

物について、上記２で採用された措置を講じることにより、PSTVd の日本へ侵入の可能性

を極めて低い段階まで減尐させ、植物検疫上の安全性を確保できると判断された。なお、

これらの措置が適用できない場合には、輸入を禁止する必要がある。 

  また、「生果実」については、すでに第２章において、現状の措置でも侵入の可能性は

無視できるものと判断した。 

  したがって、これらの措置が適切に実施される限りにおいては、特定された３つの経路

を介して PSTVd が日本に侵入及びまん延する可能性は実質上ないとの結論に達した。 

別添１ 
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評価基準 

 

本評価基準は、国際基準 No. 11 (FAO, 2004)に従って、諸外国の評価方法も参考にし

つつ作成した。 

評価は、基本的に、「極めて高い」、「高い」、「中程度」、「低い」、「極めて低

い」及び「無視できる」の６段階で行った。 

 

１ 侵入の可能性 

（１）入り込みの可能性 

入り込みの可能性の評価では、①原産地で品目に付着している可能性、②輸送中・

貯蔵中に生き残る可能性、③既存の管理手続に耐えて生き残る可能性、④寄主植物に

移動する可能性について評価した。①～④の事象は連続して生じ、入り込み全体の可

能性は、①～④のうち最も可能性の低い事象の可能性に支配されるため、①～④の各

評価項目における評価のうち、最も低い評価をもって入り込みの可能性の評価とした。 

（２）定着の可能性 

定着の可能性の評価では、①日本における寄主の利用可能性、②日本の環境への適

応能力、③繁殖能力、④年間を通じた生存能力について評価した。①～④の要因は互

いに関連しており、定着全体の可能性は、（１）と同様に①～④のうち最も可能性の

低い要因に支配されるため、①～④の各評価項目における評価のうち、最も低い評価

をもって定着の可能性の評価とした。 

（３）侵入の可能性の評価の結論 

入り込みの可能性及び定着の可能性の評価結果により、以下の表に従って評価した。 

 

  入り込みの可能性 

 

 

定

着

の

可

能

性 

 

  極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視でき

る 

極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる 

高い 高い 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 

中程度 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 

低い 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる 

極めて低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる 無視できる 

無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 
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２ 定着後のまん延の可能性 

定着後のまん延の可能性の評価では、「人為的移動の可能性」及び「自然分散の可能

性」について評価した。 

 

３ 侵入の可能性及びまん延の可能性の評価の結論 

侵入の可能性及びまん延の可能性の評価結果により、以下の表に従って評価した。 

 

  侵入の可能性 

ま 

ん 

延 

の 

可 

能 

性 

  

 

極めて高い 

 

高い 

 

中程度 

 

低い 

 

極めて低い 

 

無視できる 

 

極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる 

高い 高い 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 

中程度 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 

低い 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる 

極めて低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる 無視できる 

 

４ 経済的重要性の評価 

経済的重要性の評価では、①農作物への影響、②被害を受ける農作物の重要性につい

て評価し、以下の表に従って経済的重要性の評価とした。 

 

 

 

農作物への影響 

極めて高い 高い 中程度 低い  極めて低い 無視できる 

被害を受

ける農作

物の重要

性 

極めて高い 

 

極めて高い 

 

高い 

 

中程度 

 

低い  

 

極めて低い 

 

無視できる 

 

高い 

 

高い 

 

中程度 

 

低い 

 

極めて低い 

 

無視できる 

 

無視できる 

 

 

他に、当該有害動植物が及ぼす間接的影響として、ア．侵入した場合の輸出市場への

影響、イ．防除経費への影響について評価した。 

 

５ 危険にさらされている地域 

侵入及びまん延する可能性のある地域（危険にさらされている地域）を記述した。 

 

６ 評価にあたっての不確実性 

評価にあたって不確実な点について記述した。 

 

７ 危険度評価の結論 

侵入・まん延の可能性の評価及び経済的重要性の評価に基づいて、以下の表に従って

病害虫危険度管理の必要性について判断した。 



- 20 - 

 

 

 

経済的重要性 

極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる 

侵入・

まん延

の可

能性 

 

 

極めて高い ○ ○ ○ ○ ○ × 

高い ○ ○ ○ ○ ○ × 

中程度 ○ ○ ○ ○ ○ × 

低い ○ ○ ○ ○ ○ × 

極めて低い ○ ○ ○ ○ × × 

無視できる × × × × × × 

○：危険度管理が必要 

×：危険度管理が不要 
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参考情報 

 

１ 生物学的情報 

（１）分類学的位置 

   学 名：Potato spindle tuber viroid （以下「PSTVd」という。） 

   英 名：spindle tuber of potato, bunchy top of tomato 

   Other Names:  potato spindle viroid  

        spindle tuber viroid  

            potato gothic virus  

            tomato bunchy top viroid 

      Virus Group・科・属： Viroids・Pospiviroidae 科・Pospiviroid 属 

      系 統：２系統ある。Mild strain（弱毒系統）及び Severe strain（強毒系統)  (APS, 

2001) 

 

（２）宿主植物 

  別添のとおり。 

 

（３）地理的分布 

      ヨーロッパ：  ベラルーシ、ドイツ、ポーランド、ロシア、ウクライナ、イギリス、 

オランダ、イタリア、イスラエル、ベルギー、フランス 

     アジア：  アフガニスタン、中華人民共和国、トルコ、インド 

     アフリカ： エジプト、ナイジェリア 

     北米： アメリカ合衆国、コスタリカ 

     南米： ベネズエラ、ペルー、チリ 

     オセアニア： ニュージーランド 

 

 

（４）分布拡大の歴史 

   本病は、1920 年代にアメリカ合衆国ニュージャージー州のばれいしょほ場から、続

いてメーン州で報告された(CABI, 2006)。その後、アメリカ合衆国北部、カナダ、中

華人民共和国及び旧ソ連邦のばれいしょほ場、オ－ストラリア南部では育種素材から

報告された。南米のアルゼンチン、ベル－、ベネズエラ及びブラジルからも報告され

ている(CABI, 2006)。 

   このように、PSTVd は 1920 年初頭にアメリカ合衆国で報告された以降、ヨーロッ

パ、アジア、アフリカ、北米、南米及びオセアニアで報告された。 

 

（５）伝搬方法 

   PSTVd の主な伝搬方法は、農業機具等による機械的接触伝搬（主に汁液伝染）及び

接ぎ木等の感染植物と健全植物との接触伝搬、感染植物の人為的な移動である(CABI, 

2006)。また、ばれいしょ（真正種子）及びトマトでは種子伝染する(Hunter, 1969, 
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Singh, 1970) 。 

   ベクターについては、過去に昆虫が PSTVd のベクターとなるとの報告もあるが、現

在、PSTVd を永続伝搬するような昆虫は知られていない(Smith, et al., 1997；CABI, 

2006)。 

   また、花粉により伝搬するとの報告もあるが、野外における伝搬能力について詳細

は明らかでない(Shamloul et al., 1997, Singh RP et al., 1992)。 

   短距離及び中距離を問わず、ばれいしょ塊茎が PSTVd の伝搬に最も重要な役割を果

たしている (CABI, 2006)。 

 

（６）形態及び生態 

  ① 形態 

    粒子形態：359 ヌクレオチドの環状 1 本鎖 RNA。タンパク質外殻(capsid)を持たな

い。 

     物理的特性（粗汁液中）：PSTVd の核酸は、90℃・10 分の熱処理をもっても不活

化しない。また、感染植物の汁液を数週間凍結しても

PSTVd は保存できる(Diener, 1979) 

 

  ② 生態 

     PSTVd は低分子量の核酸で、好適宿主植物の細胞の核内で自己複製する(CABI, 

2006)。伝搬は、短距離及び長距離を問わずばれいしょ塊茎が PSTVd の伝搬に最も

重要な役割をしている(CABI, 2006)。 

 

（７）診断方法 

   本ウイロイドに特異的なプライマーを使用した遺伝子診断法（RT-PCR 法）で診

断が可能である。 

 

２ 被害 

（１）病徴 

   PSTVd の主要宿主であるばれいしょ・トマトの病徴は以下のとおり。株の萎縮、葉

の変形が特徴である。（宿主植物によっては病徴を示さない植物もある。） 

  ① ばれいしょの病徴：（病徴は栽培品種や環境条件によってかなり変化する。) 

   （地上部）茎葉の矮化、エピナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、直立化、濃緑化。 

   （塊茎）亀裂、細長化、芽数の増大。 

  ② トマトの病徴： 

   （地上部）頂葉のエピナスティ（葉の上偏生長）、縮葉、葉脈及び茎部のえそ、株

の萎縮 (CABI, 2006)。なお、トマト果実の病徴を記載した文献は見当たらない。 

 

（２）被害状況 

   ばれいしょ塊茎の収量減収を引き起こす。米国で実施された試験では、感染率４％

の場合、市場用ばれいしょ塊茎の収量（品質低下による市場出荷減を含む）で 2.6%の
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損失を与えた。また、Mild strain に感染した品種 Saco では、24%以上の塊茎収量減、

Severe strain では 64%以上の収量減を与えた。PSTVd による損失は、ばれいしょ生産高

の約 1%になる(CABI, 2006)。 

   感染率が高くなる事例は、種ばれいしょの切断に使用するナイフが PSTVd を含む感

染性汁液に汚染される場合、また発芽した塊茎の芽が、感染性汁液に汚染される場合

である（Bonde, 1951)。また、感染汁液に汚染された農作業用機械で健全ばれいしょ

ほ場で作業した場合に、高い発病が見られたという報告もある（Manzer, 1961)。 

  

３ 防除管理 

（１）ほ場における検査・調査手法 

   ほ場では肉眼により病徴を確認する。Severe strain 感染植物では、病徴確認が可能で

あるが、Mild strain は病徴を示しにくいため、確認が困難である。また病徴の進展は

温度及び光に影響されるため、病徴のみに基づく診断は、不十分である(CABI, 2006)。

また、塊茎検査による亀裂及びねじれ症状も、生育期の土壌環境、ある種の除草剤の

影響、あるいは他のウイルス種の感染が考えられるため、当該症状のみで本病である

と結論づけることはできない(APS, 2001）。なお、種子は明瞭な病徴を示さない。ま

た、ばれいしょ塊茎は容易に診断可能な明確な病徴は示さない(CABI, 2006)。 

 

（２）化学的防除 

   PSTVd は２％水酸化ナトリウム溶液処理で破壊されるが、大規模ほ場での処理は現

実的ではなく、効果的な化学的防除は未だ報告されていない(CABI, 2006）。 

 

（３）生物学的防除 

   生物学的防除は報告されていない。 

 

（４）耕種的防除 

  ① PSTVd 感染植物素材のほ場への持ち込み防止。 

  ② PSTVd 無感染証明がなされた植物素材の利用。 

  ③ ほ場衛生管理。 

   ④ 茎頂培養による PSTVd 無感染親株の作成及びこれを用いた増殖。  (CABI, 2006） 

 

４ 諸外国における PSTVd に対する検疫措置 

（１）オーストラリア：栽植用トマト種子に対して輸入許可制度を導入し、①PSTVd の公

的に認められた無発生地域で栽培されたものであること、②栽培中の検定で PSTVd

に感染していないことが確認されたこと、③PSTVd の病徴が、生産地で１生育期間中

に観察されていないこと、のいずれかを植物検疫証明書に追記することを求めている。 

（２）インド：栽植用トマト種子に対して、PSTVd 等の有害動植物が付着していないこと

を輸入の条件としている。 

（３）韓国：PSTVd 発生国からのばれいしょ種子及びトマト種子の輸入を禁止している。 

（４）ＥＵ：PSTVd 発生国からのばれいしょについて、発芽能力が抑制されたもののみの
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輸入が認められている。また、トマト種子については、①PSTVd の発生していない地

域で栽培されたものであること、②PSTVd の病徴が、生産地で１生育期間中に観察さ

れていないこと（栽植用なす科植物も対象）、③種子について適切な方法により公的

検定を行った結果、PSTVd を認めなかったこと、のいずれかを植物検疫証明書に追記

することを求めている。 

（５）トルコ：ばれいしょ生塊茎及びトマト種子に対して、PSTVd 等の有害植物が１生育

期間中に観察されていないこと、等を植物検疫証明書に追記することを求めている。 

（６）インドネシア：PSTVd に感染したばれいしょ種子及び塊茎、とうがらし、トマト、

たばこの植物体を輸入禁止としている。 

（７）南アフリカ：栽植用トマト種子に対して輸入許可制度を導入し、①PSTVd の公的に

認められた無発生地域で栽培されたものであること、②栽培中の検査の結果 PSTVd

に感染していないことが確認されたこと、③検定の結果 PSTVd が確認されないこ

と、のいずれかを植物検疫証明書に追記することを求めている。 

（８）タイ：同国が規定する輸入禁止品目（禁止対象）リストに PSTVd を記載している。 

（９）中華人民共和国：同国が規定する検疫有害動植物リストに PSTVd を記載している。 

（10）台湾：同国が規定する検疫有害動植物リストに PSTVd を記載している。 

 

 以上のように、PSTVd 未発生国及び一部の既発生国でも厳重な植物検疫制度を採用し、 

PSTVd の侵入を防いでいる。 

 

５ 日本で栽培されている PSTVd の主な宿主植物の栽培状況 

 
                  日本で栽培されているばれいしょ及びトマト 
             の生産規模(平成 15 年) 

 
  植 物 
 

 
栽培面積(ha) 

 
収穫量(万ト

トン) 

 
卸売価額(百万円) 

 
 ばれいしょ 88,300  294 92,924 
 トマト 13,200 76 192,123 
   計 101,500 370 285,047 

         農林水産省統計情報部(2006）「第 80 次農林水産省統計表」から抜粋。 
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別 添 

 

ポテトスピンドルチューバ－ウイロイドに感染する植物 

 

１．自然感染宿主植物 

  ばれいしょ(Solanum tuberosum L.)、トマト(Solanum lycopersicum L.)、とうがらし

(Capsicum annuum)、ペピーノ(Solanum muricatum Aiton)、アボカド(Persea americana Mill.)、

ツルハナナス(Solanum jasminoides)、ペチュニア(Petunia×hybrida)、シマホオズキ(Physalis 

peruviana)、キダチチョウセンアサガオ(Brugmansia suaveolens)、コダチチョウセンアサガ

オ(Brugmansia×candida)、Brugmansia cordata、Brugmansia variegata、Streptosolen jamesonii、

Solanum rantonnetti、ダリア（Dahlia spp. ） 

 

２．人工接種による感染が確認されている植物 

（１）ヒユ科植物：センニチコウ（Gomphrena globosa） 

（２）ムラサキ科植物：ワスレナグサ（Myosotis sylvatica） 

（３）キキョウ科植物：フウリンソウ（Campanula medium） 

（４）ナデシコ科植物：Cerastium tomentosa、ビジョナデシコ（Dianthus barbatus） 

（５）キク科植物：ビロードサンシチ（Gynura aurantiaca） 

（６）ヒルガオ科植物：サンシキアサガオ（Convolvulus tricolor） 

（７）マツムシソウ科植物：マツムシソウ（Scabiosa japonica） 

（８）ノラナ科植物：Nolana sp. 

（９）ムクロジ科植物：フウセンカズラ（Cardiospermum halicacabum） 

（10）ゴマノハグサ科植物：Antirrhinum sp.、Diascia barberae、Nemesia foetens、Penstemon 

richardsonii 

（11）なす科植物：Atropa belladonna、Browallia demissa、B. grandiflora、タイリンマガ

リバナ（B. speciosa）、B. viscosa、Capsicum frutescens、C. nigrum、コダチトマト

（Cyphomandra betacea）、チョウセンアサガオ（Datura metel）、ヨウシュチョウ

センアサガオ（D. stramonium）、Lycopersicon glandulosum、L. hirsutum、L. 

peruvianum、L. pimpinellifolium、オオセンナリ（Nicandra physalodes）、ハナタバ

コ（Nicotiana alata）、N. benthamiana、N. bigelovii、N. bonariensis、N. chinensis、

N. clevelandii、N. debneyi、N. glauca、N. glutinosa、N. goodspeedii、N. knightiana、

N. langsdorffii、N. longiflora、N. megalosiphon、N. nudicaulis、N. paniculata、N. 

plumbaginifolia、N. quadrivalvis、N. raimondii、N. repanda、N. rotundifolia、N. rustica、

Nicotiana X sanderae、N. solanifolia、N. sylvestris、タバコ（N. tabacum）、N. texana、

N. viscosa、Nierembergia coerulea、Petunia axillaris、Petunia inflata、Petunia violacea、

ホオズキ（Physalis alkekengi）、ヒロハフウリンホオズキ（Physalis angulata）、

P. floridana、P. franchetii、ビロードホオズキ（P. heterophylla）、オオブドウホオ

ズキ（P. ixocarpa）、ヒメセンナリホオズキ（P. minima）、P. parviflora、キバナ

ホオズキ（P. philadelphica）、P. philadelphica、ショクヨウホオズキ（P. pruinosa）、

P. somnifera、P. viscosa、サルメンバナ（Salpiglossis sinuata）、S. spinescens、Saracha 
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jaltomata、S. umbellata、Schizanthus pinnatus、S. retusus、Scopolia anomala、S. 

carniolica、S. lurida、S. physaloides、S. sinensis、S. stramonifolia、S. tangutica、ジ

ロ（Solanum aethiopicum）、アカミノイヌホオズキ（S. alatum）、アメリカイヌホ

オズキ（S. americanum）、S. atriplicifolium、S. auriculatum  、S. aviculare、S. 

berthaultii、S. boliviense、S. bonariense、S. bulbocastanum、S. capsicastrum、ワルナ

スビ（S. carolinense）、S. cervantesii、S. chlorocarpum、ニシキハリナスビ（S. ciliatum）、

S. cornutum、S. decipiense、S. depilatum、S. diflorum、S. dulcamara、S. famatinae、

S. goniocalyx、S. gracile、S. guineense、S. hendersonii、S. hibiscifolium、S. humile、

S. judaicum、S. kitaibelii、S. kurtzianum、S. laciniatum、アカミノイヌホオズキ（S. 

luteum）、S. maglia、S. maritimum、なす（S. melongena）、ムラサキイヌホオズキ

（S. memphiticum）、S. miniatum、イヌホオズキ（S. nigrum）、S. nitidibaccatum、

テリミノイヌホオズキ（S. nodiflorum）、S. ochroleucum、S. olgae、S. ottonis、S. papita、

S. paranaense、S. persicum、S. polyadenium、S. polytrichon、S. pseudocapsicum、S. 

pyracanthum 、 S. rantonnettii 、 S. rostratum 、 S. saponaceum 、 S. sinaicum 、 S. 

sisymbrifolium、 S. sodomeum、 S. surattense、 S. tomentosum、 S. tripartitum、 S. 

umbellatum、S. verbascifolium、S. verneii 

（12）オミナエシ科植物：Valeriana officinalis 
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