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ＰＲＡ結果の概要 

Potato spindle tuber viroid 

 

 

 

 

  写真：Potato spindle tuber viroid に感染したジャガイモ株（右側４列）と 

     健全株（左側２列）の比較 

                            

 

 

 

 

 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．Potato spindle tuber viroid とは 

 

Potato spindle tuber viroid（ポテトスピンドルチューバーウィロイド：以下

PSTVd）は、ジャガイモやトマトに重大な被害を与える植物の病原体です。 

ジャガイモでは、茎や葉に矮化、反り返り、縮れなどが生じたり、塊茎（いも）

に亀裂、やせ細りなどが起こります。感染したジャガイモでは、塊茎（いも）

の重量が４１％～９３％減少し、奇形が発生するため、収穫物の商品価値が大

きく下がることになります。 

また、トマトのでは、葉の反り返り、縮れ、茎や葉のえそ、株の萎縮などが生

じます。 

海外でも、この病原体が感染する植物に対して輸入を禁止するなど、厳しい植

物検疫措置が取られています。 
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２．PSTVd 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《PSTVd が日本に入り、国内の植物にうつる可能性》 

この病原体はヨーロッパ、アジア、北アメリカ、南アメリカ、アフリカ等（図

１参照）に発生していて、現在までジャガイモ、トマト、とうがらし、ペピー

ノ、アボカド、ツルハナナス、ペチュニア、シマホオズキ、キダチチョウセン

アサガオ、コダチチョウセンアサガオ、ダリアに自然感染することが報告され

ています。これらの植物は、主に栽培用植物（苗や苗木など）、生果実、種子と

して日本に輸入されることが想定されます。 

 

 

 

 図１ PSTVd 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国（農林水産省）による防除対策を実施中 
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栽培用植物については、発生地で PSTVd に感染している可能性があると考えら

れます。PSTVd は熱処理（90℃：10 分間。以下同じ）や凍結をしても植物に

感染する能力を失わないので、日本に輸送後も感染力を持っていると考えられ

ます。また、PSTVd 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 PSTVd 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が、

PSTVdは接木や感染した植物に使用した農機具が健全な植物に使用されること

で他の植物に感染するので、輸入された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。 

 

生果実については、果実にも PSTVd は感染することが知られているため、栽培

用植物と同様に発生地から輸出される生果実には PSTVd に感染している可能

性があると考えられます。PSTVd は熱処理や凍結をしても植物に感染する能力

を失わないので、輸送後も感染力を持っていると考えられます。また、PSTVd

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 PSTVd 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。

しかし、PSTVd は接木や感染した植物に使用した農機具が健全な植物に使用さ

れることで他の植物に感染するので、輸入された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、現在のところトマトやジャガイモ以外で PSTVd が種子伝染す

るものは知られていません。このため、発生地から輸出される種子については、

トマト及びジャガイモに限って PSTVd に感染している可能性があると考えら

れます。PSTVd は熱処理や凍結をしても植物に感染する能力を失わないので、

日本への輸送後も感染力を持っていると考えられます。また、PSTVd 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

PSTVd 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

た種子は通常国内に植え付けられるので、それから PSTVd が国内の植物にうつ

る可能性は高いと考えられます。 

 

これらのことから PSTVd が日本に入り込む可能性はそれぞれ 

・栽培用植物 ⇒ 高い 

・生果実 ⇒ 無視できる 

・種子（トマトとジャガイモに限る） ⇒ 高い 

と考えられます。 
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（２）定着の可能性《国内の植物にうつった PSTVd が日本に住み着く可能性》 

日本には、トマトやジャガイモといった PSTVd が自然感染する植物が広く栽培

されています。 

また、PSTVd は日本と同じ気候区分にある国・地域で発生しており、種子や塊

茎（いも）に感染して年間を通して生き残ることができることから、日本の環

境下でも生き延びることができると考えられます。 

 

これらのことから PSTVd 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 PSTVd が日本の中で広がっていく可

能性》 

PSTVdは接木や感染した植物に使用した農機具が健全な植物に使用されること

で他の植物へとうつると考えられます。また、感染したジャガイモの塊茎（い

も）が運ば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 PSTVd 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。 

 

 

（４）経済的重要性《PSTVd は日本の農林業にどんな影響を与えるか》 

トマトとジャガイモは日本でも生産量が非常に多い農作物で、それぞれ約 1,921

億円と約 929 億円生産されています。（平成 18 年の記録：農林水産省から） 

PSTVd が日本に発生した場合、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、PSTVd 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、PSTVd は発生国から輸入される栽培用植物、種子（トマ

トとジャガイモに限る）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、PSTVd の入り込みの可能性が高いため、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。 
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したがって PSTVd 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種子（トマトとジャガイモに限る）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。  



 7 / 10 

 

３．PSTVd のリスク管理《PSTVd 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 

PSTVd 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

用植物と種子（トマトとジャガイモに限る）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 

PSTVd が発生している国からであっても、その国が PSTVd 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、PSTVd 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 PSTVd 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 

・種子（トマトとジャガイモに限る） 

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 

PSTVd 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 PSTVd が発生している場所から隔離して、その中に

PSTVd 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 PSTVd 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 

・種子（トマトとジャガイモに限る） 

に有効であると考えられます。 

 

③栽培地検査 

PSTVd 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 PSTVd の発生が見られなかった場合は、その植物に PSTVd 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 PSTVd の発生が無かったものに限って輸入を認めることで、

PSTVd の侵入の可能性を小さくすることができます。 
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この措置は 

・栽培用植物 

・種子（トマトとジャガイモに限る） 

に有効であると考えられます。 

 

④室内精密検定 

PSTVd が感染しているかどうかは、専用の設備と機材を使用した詳細な検査を

行うことで判断することができます。これにより、詳細な検査の結果 PSTVd が

感染していないと判断されたものに限って輸入を認めることで、PSTVd 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 

・種子（トマトとジャガイモに限る） 

に有効であると考えられます。 

 

⑤輸出検査 

PSTVd 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、PSTVd 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 

・種子（トマトとジャガイモに限る） 

に有効であると考えられます。 

 

⑥輸入検査 

PSTVd 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、PSTVd 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 

・種子（トマトとジャガイモに限る） 



 9 / 10 

 

に有効であると考えられます。 

 

⑦隔離検疫 

PSTVd 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、PSTVd 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、PSTVd が感染していると判断された

植物を処分することで、PSTVd 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。 

 

 

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 

・⑤輸出検査 

・⑥輸入検査 

が実行が可能な措置であると考えられます。 

 

‐種子（トマトとジャガイモに限る）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 

・⑤輸出検査 

・⑥輸入検査 

が実行が可能な措置であると考えられます。 

 

④室内精密検定は栽培用植物と種子（トマトとジャガイモに限る）で実行が可

能と考えられますが、検定に時間がかかり、また検査のために植物を破壊しな

ければならないため、発生国側で行われる措置として求めることは有効と考え

られますが、郵便や携帯品などで持ち込まれる少量荷口の輸入検査で用いるこ

とは難しいと考えられます。 
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⑦隔離検疫は栽培用植物で実行が可能と考えられますが、輸入した植物の全量

を一定期間隔離した状態で栽培する必要があり、その植物も隔離栽培後も遺伝

的な形質が変化しないジャガイモの塊茎（いも）や永年植物に限定されるため、

一年生植物の苗に用いることは難しいと考えられます。 

 

 

（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、⑤輸出検査、⑥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、⑤輸出検査、⑥輸入検査の組み

合わせ 

・③栽培地検査、⑤輸出検査、⑥輸入検査の組み合わせ 

・⑤輸出検査、⑥輸入検査、⑦隔離検疫の組み合わせ（※ただし 1 年生植物の

苗を除く） 

 

種子（トマトとジャガイモに限る） 

・①無発生地域の指定、⑤輸出検査、⑥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、⑤輸出検査、⑥輸入検査の組み

合わせ 

・③栽培地検査、⑤輸出検査、⑥輸入検査の組み合わせ 

 

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種子（トマトとジ

ャガイモに限る）に対して適切にとられることで、PSTVd 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。 


