
第４次省令改正において非検疫有害動植物（栽培の用に供する植物に付着するものを除く。）へ追加予定の有害植物
農林水産省消費・安全局植物防疫課検疫対策室

No 分類 学名 和名 目名 科 名 発生地域 寄主/宿主植物
生態、症状等(媒介性又は被媒介性、系統、変異、国内と海外での被害

の差、耐性等に関する情報を含む)
防除 結論 引用文献

1 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Freesia mosaic

virus

フリージアモ
ザイクウイル
ス

Potyviridae 豪州、アイルランド、イタリ
ア、オランダ、英国、ブルガ
リア、ニュージーランド、イン
ド、日本、韓国

フリージア フリージアモザイク病は、国内ではインゲンマメ黄斑モザイクウイルス
(Bean yellow mosaic virus (BYMV))、キュウリモザイクウイルス

(Cucumber mosaic virus(CMV))、フリージアストリークウイルス

(Freesia streak virus(FSV))によって発病する報告がある。海外では、

病原ウイルスとしては、BYMV、CMV、Freesia mosaic virus (FreMV)、

Freesia sneak virus (FreSV)などの報告がある。条斑壊疽症状を示す
フリージアは，これらの３種または２種ウイルスが複合感染していること
がほとんどであることが報告されている。
FreMVは、機械的接種及びアブラムシにより伝搬は確認されているが、
感染植物の接触、種子伝搬、花粉伝搬は起こらない。土壌伝染も知られ
ていない。
　2009年北海道で退緑斑紋症状のフリージアからFreMVが国内で初め

て検出され、2013年東京都八丈島産フリージアからも当該ウイルスが

検出された。また、2014年に報告された国内産フリージアに発生する条
斑壊疽症状に関する調査結果によれば、主要産地である東京都八丈島
をはじめ、徳島県阿南市で発生する退緑又は条斑壊疽などの症状は当
該ウイルスが原因ウイルスとなっていること、鹿児島県産及び東京都産
の市販球根から当該ウイルスの感染が確認されたことが報告されてい
る。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) ICTVdB - The Universal Virus Database (http://ictvdb.bio-

mirror.cn/ICTVdB/00.057.0.01.078.htm)

2) Plant Viruses Online

3) 松下ら(2007) フリージアで発生したフリージアモザイクウイルスの

同定とその検定法  [in Japanese] . 園芸学会雑誌. 別冊, 園芸学会

大会研究発表 76(2), 630

4) CPC

(平成20年度北海道農業研究成果情報

http://www.naro.affrc.go.jp/org/harc/seika/h20/09.06/0106/main.

htm)

5) 北海道立中央農業試験場遺伝子工学科

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/shingijutsu/27/pdf/3(

6).pdf

平成 21 年（第 27 回）農業新技術発表会要旨

6) 前野 2014 日本産フリージアに発生する条斑壊疽症状について

法政大学大学院理工学・工学研究科紀要 Vol.55

7) 水田ら　フリージアに感染する３種のウイルスを同時検出するマル

チプレックスRT-PCR の開発　　関東東山病害虫研究会報　第 61

集（2014）

8) M.G. Bellardi et al (1989) Virus diseases of Freesia in Italy.

Advances in Horticultural Science Vol. 3, No. 1 (1989), pp. 29-

32

9) Y. Kumar et al (2009) First finding of Freesia mosaic virus

infecting freesia in India. Plant Pathology Volume 58, Issue 2,

page 404

10) I. M. Smith et al (2009)  European Handbook of Plant

Diseases p39

2 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Hippeastrum

mosaic virus

アマリリスモ
ザイクウイル
ス

Potyviridae チェコ、スロバキア、オラン
ダ、英国、ギリシア、南アフ
リカ、米国、日本、フィー
ジー、豪州、ブラジル

 


ユーチャリス(Eucharis

grandiflora )、アマリリス、スイセ
ン

　アマリリスのモザイク病の病原ウイルスは、キュウリモザイクウイルス
(Cucumber mosaic virus(CMV))、アマリリスモザイクウイルス
(Hippeastrum mosaic virus(HiMV))、Nerine latent virus (NeLV)、Tomato
spotted wilt virus (TSWV)。
　ユーチャリスのモザイク病の病原ウイルスは、アマゾンユリモザイクウ
イルス(Amazon lily mosaic virus(ALiMV))、キュウリモザイクウイルス、ア
マリリスモザイクウイルス。混合感染の組合せで症状に違いが見られる
が、いずれの場合も全身にモザイク症状を生じる。
いずれも病株の保毒鱗茎を通して伝搬され、アブラムシ類によっても伝
搬される。土壌伝染および種子伝染はしない。
　アマリリスモザイクウイルスは、単独感染でも病徴を示す。病株から保
毒鱗茎を繁殖に用いることによって伝搬される。また、アブラムシ類によ
る伝搬、汁液伝染（剪定器具による伝染）するが、接触伝染、種子伝染、
土壌伝染、花粉伝染はない。感染植物は、葉に濃淡のモザイク斑を生
じ、その輪郭はやや不規則で凹凸状になる。本ウイルス感染により葉に
濃淡斑が生じるため、症状は明瞭である。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) Plant Viruses Online

2) 日本植物病害大事典

3) 作物ウイルス病事典

4) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
5) 岩木(1967)　わが国におけるアマリリスモザイク病の病原ウイル

ス　日植病報33: 237～243

I6) . Malandraki et al (Plant Disease offers online publication

within days of acceptance. ) First report of Hippeastrum mosaic

virus in Hippeastrum sp. in Greece. Plant disease

(http://apsjournals.apsnet.org/doi/pdfplus/10.1094/PDIS-09-15-

0957-PDN)

7) Alexandre, M. A. V. et al (2011). Hippeastrum mosaic virus

diagnosed in Hippeastrum and Eucharis in Brazil. Journal of

Plant Pathology 2011 Vol 93 No 3 pp 643-649

8) D. Hendrina Brants et al (1970) Further identification of

Hippeastrum Mosaic Virus. Netherlands Journal of Plant

Pathology May 1970, Volume 76, Issue 3, pp 171-173

9) Wylie, S. J. et al (2012) Complete genome sequences of

seven carlavirus and potyvirus isolates from Narcissus and

Hippeastrum plants in Australia, and proposals to clarify their

naming. Archives of Virology2012 157 8 1471-1480

3 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Iris mild mosaic

virus

アイリス微斑
モザイクウイ
ルス

Potyviridae 豪州、イタリア、オランダ、英
国、日本、インドを含む世界
中に分布

アイリス属 　アイリスモザイク病は、インゲンマメ黄斑モザイクウイルス（Bean
yellow mosaic virus(BYMV)）、アイリス微斑モザイクウイルス（Iris mild
mosaic virus(IMMV)）、カブモザイクウイルス（Turnip mosaic
virus(TuMV)）、Iris severe mosaic virus（ISMV）、Iris fulva mosaic virus
が原因ウイルスとなる報告がある。IMMVは、球根伝染、汁液伝染（剪定
器具による伝染）やアブラムシ類による非永続伝搬される。植物間の接
触伝染、土壌伝染、種子伝染、花粉伝染の報告はない。。IMMVは、一
般にモザイク症状が軽症であることから、病徴による診断は非常に難し
い。罹病球根から継代伝搬しているものと推察される。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) 日本植物病害大事典

2) Plant Viruses Online

3) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
4) CPC

5) NIAS Genebank (http://www.gene.affrc.go.jp/databases-

micro_pl_diseases_detail.php?id=4597)

6) 井上成信ら:日植病報 43(1):99, 1977

7) 井上成信ら:日植病報 47(2):182, 1981 (Iris severe mosaic

virus として報告された)

8) 井上成信:作物ウイルス病事典:523, 1993

9) I. M. Smith et al (2009) European Handbook of Plant

Diseases p39
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No 分類 学名 和名 目名 科 名 発生地域 寄主/宿主植物
生態、症状等(媒介性又は被媒介性、系統、変異、国内と海外での被害

の差、耐性等に関する情報を含む)
防除 結論 引用文献

4 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Lily

symptomless

virus

ユリ潜在ウイ
ルス

Tymovirales Betaflexiviri

dae

インド、日本、韓国、台湾、
米国、ブルガリア、イタリア、
オランダ、ポーランド、英
国、豪州を含む世界各地

アルストロメリア、グラジオラス、ユ
リ、チューリップ、ヒメノカリス属の
一種(Hymenocallis littoralis)

スイセンでも報告があるが詳細は
不明（井上成信:遺伝 38(11):201,

1984）

　Lily symptomless virus(LSV)に感染したアルストロメリアでは、葉の病
徴は軽いが、葉脈間に薄い退色斑点または長く伸びた退緑色斑を生じ
るモザイク斑となるが、ユリ類では明瞭な病徴は示さない。感染株の生
育はやや劣る。単独感染するとほとんど無病徴か、わずかにモザイクが
生ずる程度。Arabis mosaic virus、broad bean wilt virus、citrus tatter
leaf virus、cucumber mosaic virus 、lily mild mosaic virus、lily mottle
virus、lily X virus、strawberry latent ringspot virus、tobacco rattle
virus、tomato ringspot virus、tulip breaking virus、lily mottle yvirusとの
複合感染をすることが知られている。
　アブラムシにより非永続伝搬や、汁液伝染（剪定器具による伝染）、罹
病組織の栄養繁殖により次世代に伝染（鱗茎伝染）する。種子伝染、花
粉伝染、土壌伝染、植物間の接触伝染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) 日本植物病害大事典

2) Plant Viruses Online

3) 前田ら(1981) ユリから分離されたlily symptomless virus (LSV)と

未同定ひも状ウイルス　日本植物病理學會報 47(3), 410, 1981-07-

25

4) CPC

5) 作物ウイルス病事典

6) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
7) 前田孚憲・井上成信:日植病報 47(3):410, 1981

8) 萩田孝志ら:日植病報 55(1):1, 1989

9) 萩田(1987) 日本植物病理學會報 53(1), 77,

10) 守川ら(1994) 日本植物病理學會報 60(6), 783,

11) K. Lee et al (1996). Virus disease of lilies in Korea. ISHS

Acta Horticulturae 414: International Symposium on the Genus

Lilium

5 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Lily virus X リリーウイル
スエックス

Tymovirales Alphaflexivir

idae

日本、米国、オランダ, 英国 ユリ類 Lily virus X (LVX)による目立った症状は知られていない。単独感染で
は無病徴。汁液伝染（剪定器具による伝染）、罹病組織の栄養繁殖によ
り次世代に伝染（鱗茎伝染）することが知られている。虫媒伝染、種子伝
染、花粉伝染、土壌伝染、植物間の接触感染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) 日本植物病名データベース（2013） 農業生物資源データベース

2) Plant Viruses Online

3) CPC, 2014

4) 日本植物病害大事典

5) Jordan, 2008

6) 向原, 1999

7) 木村ら（1990）植物防疫所調査研究報告（植防研報）第26号：79

～81

6 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Narcissus

degeneration

virus

ナルキッスス
ディジェネ
レーションウ
イルス

Potyviridae ニュージーランド、英国、中
国、インド、日本

スイセン 開花期後、茎葉に条斑が現れる。アブラムシによる伝搬する報告があ
る。種子伝染、花粉伝染、土壌伝染、植物間の接触感染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) Plant Viruses Online

2) L. I. Ward et al. (2009) First Report of Narcissus degeneration

virus, Narcissus late season yellows virus, and Narcissus

symptomless virus on Narcissus in New Zealand. Plant Disease

Volume 93, Number 9 Page 964

3) ICTVdB (http://ictvdb.bio-

mirror.cn/ICTVdB/00.057.0.01.040.htm)

4) J. Chen et al. (2007) Characterisation of an isolate of

Narcissus degeneration virus from Chinese narcissus

(Narcissus tazetta var. chinensis) Archives of Virology, Volume

152, Issue 2, pp 441-448

5) 本田裕貴、富永　薫、野見山玲衣、村岡聡史、松本康佑、里本裕

規、八坂亮祐、大島一里 (2013) 九州地方で発生が認められた

Narcissus late season yellows virus と Narcissus degeneration

virus について 日本植物病理学会九州部会講演要旨

6) Plant Health Australia(2011) Threat specific contingency plan

Aphid transmitted viruses
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No 分類 学名 和名 目名 科 名 発生地域 寄主/宿主植物
生態、症状等(媒介性又は被媒介性、系統、変異、国内と海外での被害

の差、耐性等に関する情報を含む)
防除 結論 引用文献

7 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Narcissus late

season yellows

virus

ナルキッスス
レイトシーズ
ンイェロウズ
ウイルス

Potyviridae 日本を含む世界中に分布す
る。

スイセン属 開花期後、茎葉に条斑が現れる。アブラムシによる伝搬する報告があ
る。種子伝染、花粉伝染、土壌伝染、植物間の接触感染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) Plant Viruses Online

2) CPC

3) WYLIE S. J et al. (2010) Narcissus late season yellows virus

and Vallota speciosa virus found infecting domestic and wild

populations of Narcissus species in Australia. Arch Virol Vol 55

No7 pp1171-1174

4) W. P. MOWAT et al. (2008) Narcissus late season yellows

potyvirus: symptoms, properties and serological detection.

Annals of Applied Biology  Vol 113 Issue 3

5) 本田裕貴、富永　薫、野見山玲衣、村岡聡史、松本康佑、里本裕

規、八坂亮祐、大島一里 (2013) 九州地方で発生が認められた

Narcissus late season yellows virus と Narcissus degeneration

virus について 日本植物病理学会九州部会講演要旨

8 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Narcissus latent

virus

スイセン潜在
ウイルス

Potyviridae イスラエル, ドイツ, イタリア,

オランダ, 英国, オーストラリ

ア, ニュージーランド、日本

スイセン属(Narcissus (daffodil))、

ネリネ属の１種(Nerine sarniensis

(guernsey lily))、グラジオラス

(Gladiolus hybrids (sword lily)、
アイリス属、ツルナ、

ラッパスイセン（Narcissus pseudonarcissus）のいくつかの品種では、葉
先の退緑化の症状を示す。グラジオラス（Gladiolus）、Iris xiphium cv.
praecox × I. tingitana (syn. Iris hollandica) 、ネリネ属の１種（Nerine
sarniensis）では単独感染の場合、無病徴である。アブラムシ類により非
永続伝搬する報告がある。種子伝染、花粉伝染、土壌伝染、植物間の
接触感染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。
Narcissus latent virus (=Narcissus mild mottle virus)

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) CPC

2) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
3) 作物ウイルス病事典

4) Plant Viruses Online

5) Descriptions of Plant Viruses

(http://www.dpvweb.net/dpv/showdpv.php?dpvno=170)

6) 井上成信:遺伝 38(11):201, 1984

7) Hanna Berniak et al (2013) Detection of Narcissus latent

virus isolates using one-step RT-PCR assay. Journal of

Horticultural Research 2013, vol. 21(1): 11-14

9 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Narcissus

mosaic virus

スイセンモザ
イクウイルス

Tymovirales Alphaflexivir

idae

ヨーロッパ、日本を含む世界
的に広く分布。

スイセン、ユリ、クロッカス、ネリ
ネ、アマリリス

　本ウイルスの感染による症状は無症状感染又は症状は軽い。スイセン
ではごく軽いモザイクを生じる。ネリネ、アマリリス、クロッカス、ユリで自
然感染が起こる報告がある。媒介生物は知られておらず、汁液伝染（剪
定器具による伝染）、罹病組織の栄養繁殖により次世代に伝染（鱗茎伝
染）により伝搬する。種子伝染、花粉伝染、植物間の接触伝染、土壌伝
染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) 日本植物病害大辞典

2) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
3) 作物ウイルス病事典

4) CPC

5) Plant Viruses Online

6) 岩木満朗・小室康雄:日植病報 33(5):345, 1967

7) 岩木満朗・小室康雄:日植病報 36(2):81, 1970

8) M.G. Bellardi et al (1988) ISHS Acta Horticulturae 234: VII

International Symposium on Virus Diseases of Ornamental

Plants

9) R. Miglino et al (2005). First Report of Narcissus mosaic virus

Infecting Crocus spp. Cultivars in the Netherlands. plant disease

March 2005, Volume 89, Number 3 Page 342

10) Stephen J. Wylie et al (2014) First report of Narcissus

mosaic virus from Australia and from Iris. Australasian Plant Dis.

Notes (2014) 9:134
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No 分類 学名 和名 目名 科 名 発生地域 寄主/宿主植物
生態、症状等(媒介性又は被媒介性、系統、変異、国内と海外での被害

の差、耐性等に関する情報を含む)
防除 結論 引用文献

10 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Narcissus yellow

stripe virus

スイセン黄色
条斑ウイル
ス

Potyviridae 中国、日本、オランダ、英
国、ポーランドを含むユーラ
シア地域、NZ、豪州

スイセン属、ツルナ 　葉に黄色条班やモザイクを生じる。Narcissus mosaic virusと重複感染
する報告がある。汁液伝染（剪定器具による伝染）、アブラムシによる非
永続伝染、罹病組織の栄養繁殖により次世代に伝染（鱗茎伝染）により
伝搬する。種子伝染、花粉伝染、植物間の接触伝染、土壌伝染の報告
はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) CPC

2) Plant Viruses Online

3) 日本植物病害大辞典

4) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
5) 作物ウイルス病事典

6) ICTVdB (http://ictvdb.bio-

mirror.cn/ICTVdB/00.057.0.01.041.htm)

7) 岩木満朗・小室康雄:日植病報 38(3):210, 1972

11 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Plantago

asiatica mosaic

virus

オオバコモザ
イクウイルス

Tymovirales Alphaflexivir

idae

ロシア、中央アジア、日本、
米国、NZ、オランダ、イタリ
ア、スペイン

オオバコ、ユリ属、サクラソウ属、
ナンテン(Nandina domestica)

　ユリ類えそ病は、Lily mottle virus (LMoV)とオオバコモザイクウイルス
(Plantago asiatica mosaic virus(PlAMV))の重複感染により起こる報告が
ある。モザイク症状を呈する食用ユリやサクラソウからオオバコモザイク
ウイルスが検出された報告もある。LMoVはアブラムシによって伝搬され
るが、オオバコモザイクウイルスは虫媒伝染しない。りん片繁殖、植付、
摘蕾作業で汁液伝染する。種子伝染、花粉伝染、植物間の接触伝染、
土壌伝染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。

1) Plant Viruses Online

EPPO Global DB

2) Netherland Food and Consumer Prudcut Safety Authority.

Netherland (2010)

3) Netherland Food and Consumer Prudcut Safety Authority.

Netherland (2012)

4) 円谷ら(2012)北陸病害虫研究会報 号：61 ページ：34

Food & Environment Research Agency UK (2012)

5) Komatsu K et al (2008), Arch Virol. 2008;153(1):193-8. Epub

2007 Nov 8.

6) 日本植物病理学会（2012） 植物ウイルス分類委員会日本に発生
する植物ウイルス・ウイロイド
7）日本植物病害大辞典

8) 竹内 徹・佐々木純：日植病報 69(3):329, 2003

9) 高橋修一郎ら：日植病報 69(3):330, 2003

10) 萩田孝志・田村 修：日植病報 58(4):616, 1992；佐々木純ら：日

植病報 67(2):176, 2001；

12 ウイル
ス（ウイ
ロイドを
含む）

Tulip mosaic

virus

チューリップ
モザイクウイ
ルス

Potyviridae 世界中に分布 チューリップ属、ユリ属 　症状は生育抑制、花弁への斑入りを生じる。病組織の栄養繁殖により
次世代に伝染（鱗茎伝染）、汁液伝染（剪定器具による伝染）、アブラム
シ類により非永続伝染により伝搬する。種子伝染、花粉伝染、植物間の
接触伝染、土壌伝染の報告はない。
なお、国内外で宿主植物の被害に差がある系統等が存在するとの報告
はない。

○ 栽培にはウイルスに感
染していない球根を使用す
る。
○ 病徴を示す株は除去す
る。また、病株から株分け
などはしない。
○ ウイルスはアブラムシ伝
染のため、生育期に殺虫剤
の散布等の防除を実施。

本ウイルスは、国内で発生記録があるが、
広く定着しているかについては不確実性が
ある。
しかし、本ウイルスが自然界で植物間の接
触伝染は起こりにくく、花粉伝染は起こらな
いこと、本ウイルスが野菜、切花・切葉の
ような消費の用に供する植物に感染してい
ても、この用途の植物が栽培ほ場等へ直
接持ち込まれる可能性は低いことにより、
これら消費の用に供する植物が本ウイル
スの侵入経路となる可能性は無視できる。
一方、球根、苗類等のような栽培の用に供
する植物は直接栽培ほ場等へ持ち込まれ
るため、侵入経路となる。
よって、野菜、切花・切葉のような消費の
用に供する植物については、本ウイルスに
対する管理措置の適用は不要だが、球
根、苗類等のような栽培の用に供する植
物については引き続き本ウイルスに対する
管理措置が必要であるため、非検疫有害
動植物（栽培の用に供する植物に付着す
るものを除く。）とする。
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