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はじめに 
Blackberry chlorotic ringspot virus は、2006 年イギリスのブラックベリーで初めて報告され、同年アメリカ合

衆国のバラで報告された新たなウイルスである。本ウイルスに対するリスク評価を実施し、適切なリスク管理措

置を検討するため、リスクアナリシスを実施した。 
 
リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報（有害植物） 
１ 学名及び分類 
（１） 学名 (Paudel et al., 2014) 

Blackberry chlorotic ringspot virus 
 

（２） 英名、和名等 (Paudel et al., 2014) 
Blackberry yellow vein disease (BYVD) 
 

（３） 分類 (Paudel et al., 2014) 
種類：ウイルス 
科：Bromoviridae 
属：Ilarvirus 

 
（４） シノニム(Tzanetakis et al., 2006) 

Rose virus 1 
 

２ 地理的分布 
（１） 国又は地域（詳細は別紙１を参照） 
    アジア：大韓民国 

ヨーロッパ：英国 
北アメリカ：アメリカ合衆国 
 

（２） 生物地理区 
旧北区、新北区、新熱帯区の 3 区に分布する。 

  
３ 宿主植物及び国内分布 
（１） 宿主植物（詳細は別紙２を参照） 
   バラ科：ブラックベリー（Rubus allegheniensis）、ルブス・コレアヌス（Rubus coreanus）、ラズベリー

（Rubus idaeus）、ブラックラズベリー(Rubus occidentalis)、キイチゴ属（Rubus sp.）、バラ属

（Rosa spp.）、ノイバラ（Rosa multiflora）、リンゴ属（Malus spp.） 
 
 （２） 我が国における宿主植物の分布・栽培状況 

バラ属は 47 都道府県、リンゴ属は 46 都道府県で栽培されている。 
 
４ 感染部位及びその症状 

Blackberry chlorotic ringspot virus （BCRV）は、最初イギリスにおいて葉に退緑斑紋及び輪紋症状を示す

ブラックベリー（品種：Giant Blackberry）から汁液伝染性のウイルスとして分離され報告された（Jones et al., 
2006）。その後、アメリカ合衆国において葉や枝が叢生症状を示すバラ、葉にモザイク病のラズベリー及び葉

脈黄化症状を示すブラックベリーから分離された(Tzanetakis et al. 2006; Tzanetakis et al., 2007; Poudel et 
al. 2014) 。BCRV の単独感染では、ブラックベリーでは無病徴である。しかし、他の Ilarvirus と同様に重複感

染により、激しい病徴を引き起こす(Paudel et al., 2014)。さらに韓国では、激しい萎凋及び黄化症状を示すブ

ラックラズベリーから分離されている（Seo et al., 2017）。 
 

５ 移動分散方法 
（１） 自然分散 

ノイバラでは 50%以上の種子伝染率を示し、高率に種子伝染し（Poude et al., 2014）、フシダニ科の一種

Phyllocoptes fructiphilus（我が国未発生種）で伝搬される（Tzanetakis et al, 2006）。また、本ウイルスが属す

る Ilarvirus 属は花粉伝搬することが報告されていることから、本ウイルスもその可能性が示唆されているが

(Paudel et al., 2014)、報告はない。機械的伝染、接木伝染（Paudel et al., 2014; NZ MPI, 2016）。 
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（２） 人為分散 
   感染苗の移動、感染種子の移動で伝搬すると考えられる。 
 
６ 生態 
（１） 中間宿主及びその必要性 
   情報なし 
   
（２） 伝染環 
   情報なし 
 
（３） 植物残渣中での生存 
   情報なし 
 
（４） 耐久生存態 
    情報なし 
 
７ 媒介性又は被媒介性に関する情報 
    フシダニ科の一種 Phyllocoptes fructiphilus（我が国未発生種）で伝搬される（Tzanetakis et al, 2006） 
 
８ 被害の程度 
 情報なし。 
 
９ 防除に関する情報 
  ウイルス自体に有効な薬剤は存在しない。薬剤散布により媒介虫を防除し、病害の伝搬を防ぐことが有効で

ある(Loebenstein et al., 1995)。 
また、圃場内で感染した花粉による汚染を防ぐことは現実的ではなく、ウイルスの発生していない場所で栽

培を行うのが有効(Poudel et al., 2014)。 
 
１０ 同定、診断及び検出 
（１）同定及び診断 
 本ウイルスは多粒子性ウイルスで、直径24～32nmの３個の一本鎖RNA粒子から構成され、RNA-1、RNA-
2, RNA-3 の各ゲノムの大きさは、3.2 kb、2.8 kb 及び 2.1 kb である（Jones et al., 2006）。 
 ブラックベリーでは単独感染では無病徴だが、葉脈黄化症状を生じているブラックベリーから分離されている。

バラでは叢生症状、ラズベリーではモザイク症状、ブラックラズベリーでは、激しい萎凋及び黄化症状を示して

いた植物から分離されている。指標植物の病徴は Chenopodium amaranticolor に局部病斑、えそ輪紋を示

す。C. murale に局部えそ斑点を生じるが、普通は全身潜在感染する。C. quinoa に大きな局部えそ斑点、全

身斑紋、エピナスティを生じる。接種試験では、キュウリに大きな局部えそ斑点、全身にえそ輪紋を生じさせ、イ

ンゲン（プリンス）ではしばしば局部えそ斑点を生じた後、壊死を生じるが全身ではなく、タバコではごくまれに局

部えそ斑点が生じた（Jones et al., 2006）。 
 
（２）検出 
  RT-PCR 法による検出（Poudel et al., 2014） 
 
１１ 我が国における現行の植物検疫措置 

本ウイルスは暫定有害動植物であり、輸入検査で発見された場合、廃棄または返送となる。 
また、考えられる経路のうち、栽培用のキイチゴ属（Rubus spp.）及びリンゴ属（Malus spp.）植物は隔離検査

対象である。 
なお、輸出国へは以下の措置を要求している。 

（１）アメリカ合衆国 
ノイバラ（Rosa multiflora） 

    ・ミカンクロトゲコナジラミ、ブドウオオハリセンチュウ、Phytophthora ramorum、Eutypa lata（栽培地検

査） 
    ・テンサイヨコバイ（輸出前綿密検査） 
  キイチゴ属 
    ・Phytophthora ramorum（栽培地検査） 
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    ・シロヘリクチブトゾウムシ（輸出前綿密検査） 
    ・Xylella fastidiosa（輸出前精密検定） 
    ・イチゴクチブトゾウムシ※（輸出前綿密検査）（※ラズベリーのみ対象） 
    ・（隔離栽培） 
  リンゴ 
    ・火傷病菌（輸入禁止） 
    
 （２）英国 
  ノイバラ（Rosa multiflora） 
    ・Phytophthora ramorum、Eutypa lata（栽培地検査） 
  キイチゴ属 
    ・Phytophthora ramorum（栽培地検査） 
    ・イチゴクチブトゾウムシ※（輸出前綿密検査）（※ラズベリーのみ対象） 
     （隔離栽培） 
   リンゴ 
     ・火傷病菌（輸入禁止） 
   
 
１２ 諸外国での輸入検疫要件 

（１） 大韓民国： 本ウイルスを検疫有害植物に指定している。 

（２） ニュージーランド(NZ MPI, 2018)： 
バラ（Rosa）属については、本ウイルスを含む Blackberry chlorotic ringspot virus , Raspberry 

ringspot virus 及び Rose rosette virus に対して未発生国であること、又は、RT-PCR 検定を実施し

ている。 
キイチゴ（Rubus）属については、本ウイルスを含む 18 種のウイルスに対して未発生国であること、

又は、検定植物での検定、ELISA 法、RT-PCR 法等の検定を実施しており、本ウイルスに対しては、

キノア（Chenopodium quinoa）での検定及び PCR 検定を実施している。 
なお、キイチゴ（Rubus）属、バラ（Rosa）属及びリンゴ（Malus）属植物を隔離検疫対象としている。 
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リスクアナリシスの結果 
第１ 開始（ステージ１） 
１．開始 

Blackberry chlorotic ringspot virus に対するリスク評価を行い、適切な検疫措置を検討するため、リスクア

ナリシスを実施した 
 

２．対象となる有害動植物 
Blackberry chlorotic ringspot virus 
 

３．対象となる経路 
リスクアナリシス対象の病害虫の生物学的情報の「２ 地理的分布」に示す「国又は地域」からの「３ 寄主

植物及び国内分布」に示す「宿主植物」であって、「４ 感染部位及びその症状」に示す「感染部位」である

「葉」、「植物全体」、「苗」及び「種子」を含む植物 
 

４．対象となる地域 
日本全域 
 

５．開始の結論 
Blackberry chlorotic ringspot virus を開始点とし、本ウイルスの発生地域から輸入される植物を経路とし

た日本全域を対象とする病害虫リスクアナリシスを開始する。 
 
第２ 病害虫リスク評価（ステージ２） 
１．農業生産等への影響の評価 
（１）定着の可能性 

ア リスクアナリシスを実施する地域における潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 

（ア） 潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 

  本ウイルスの宿主植物であるキイチゴ属、リンゴ属は、多年生であることから、感染部位が周年で存在する。 

 

（イ） リスクアナリシスを実施する地域における中間宿主の利用可能性 

  中間宿主は必須ではない。 

 

（ウ） 潜在的検疫有害動植物の繁殖戦略。 

  本ウイルスは有害植物のため、評価基準より５点と評価した。  

 

イ リスクアナリシスを実施する地域における寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適性 

（ア） 寄主又は寄主植物の利用可能性及び環境の好適性 

  寄主植物は全国で栽培されており、評価基準より５点と評価した。 

 

（イ） 潜在的検疫有害動植物の寄主又は宿主範囲の広さ 
   本ウイルスが宿主とする植物の科は、バラ科のみが知られている。 
 
（ウ） 有害動植物の侵入歴 

旧北区、新北区、新熱帯区の３区に分布する。よって、評価基準より３点と評価した。 
 
ウ 定着の可能性の評価結果 
  評価した項目の平均から、定着の可能性の評価点は５点満点中の４.３点となった。 
 
（２） まん延の可能性の評価 
ア 自然分散(自然条件における潜在的検疫有害動植物の分散) 
（ア） 有害植物の自然分散 
ａ ベクター以外による伝搬 
 （a）移動距離 

種子伝染が知られていることから、評価基準より２点と評価した。 
 
（ｂ） 伝染環 
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種子伝染及び機械的伝搬が知られていることから、伝染環数は複数あると考えられ、評価基準より５点と

評価した。 
 

b ベクターによる伝搬 
 フシダニ科の一種 Phyllocoptes fructiphilus で伝搬されるが我が国未発生であるため評価しない。 
 
イ 人為分散 
（ア） 農作物を介した分散 
 本ウイルスの宿主植物であるバラ属は、47 都道府県で生産されており、評価基準より５点と評価した。 
 
（イ） 非農作物を介した分散 
 非農作物を介した重要な人為的分散手段については知られていない。よって本項目は評価しない。 
 
ウ まん延の可能性の評価結果 
 評価した項目の平均から、まん延の可能性の評価点は５点満点中の４点となった。 
 
（３） 経済的重要性の評価 
ア 直接的影響 
（ア） 影響を受ける農作物又は森林資源 
  本ウイルスの宿主植物には、キイチゴ、ブラックベリー、リンゴ、バラ等が含まれ、影響を受ける農作物の産

出額の合計は 1,590.7 億円以上であることから、評価基準より３点と評価した。 

 

（イ） 生産への影響 

  発生国において明確な経済的被害の報告はない。評価基準より２点と評価した。 

 

（ウ） 防除の困難さ 

 情報なし。 

 

（エ） 直接的影響の評価結果 

 上記２項目の評価点の積は６点となり、評価基準より直接的影響の評価点は２点となった。 

 

イ 間接的影響 
（ア） 農作物の政策上の重要性 
 本ウイルスの宿主であるリンゴ属にはリンゴが含まれ、リンゴは「農業保険法」及び「同法施行令」で定める果

樹・農作物に該当する。また、リンゴは「果樹農業振興特別措置法施行令」で定める果樹に該当するため、評

価基準より１点と評価した。 
 
（イ） 輸出への影響 
 輸入国の現行措置で、本ウイルスの発生により宿主植物に対し輸入禁止等がとられ、輸出が大きく制限され

る情報はない。よって評価しない。 
 
ウ 経済的重要性の評価結果 
 直接的影響の評価結果の得点と間接的影響の得点の和から、経済的重要性の評価点は４点となった。 
 
評価における不確実性 
 本ウイルスに対する生物学的情報は少なく、評価における不確実性が高い。 
 
農業生産等への影響評価の結論（病害虫固有のリスク） 
 ３項目の評価点の積は 69.3 点となり、本ウイルスの農業生産等への影響の評価を「高い」と結論付けた。 
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２．入り込みの可能性の評価 

（１） 寄生部位 植物全体に感染し、また種子伝染する。 

（２） 我が国に侵入する可

能性のある経路 
 

葉に葉脈透化、輪紋症状を示し、種子伝染する。よって経路として考えられる

ものは、「栽植用植物」、「栽植用種子」、「消費用生植物」である。 

経路・用途 部位 経路となる可能性 

ア 栽植用植物 植物全体 ○ 

イ 栽植用種子 種子 ○ 

ウ 消費用生植物 植物全体 ○ 

（３）宿主植物の輸入データ 
 

別紙３を参照 

 
 
（４） 入り込みの可能性の評価 
ア 栽植用植物及び栽植用種子 
（ア） 輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 
  原産地で潜在的検疫有害動植物の生存率に影響を与える加工処理等は実施されていない。よって、評価

基準より５点と評価した。 
 
（イ） 潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 
  有害植物であることから、評価基準より５点と評価した。 
 
（ウ） 輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 
  栽培用植物及び種子の移動による分散することから、評価基準より５点と評価した。 
 
（エ） 輸入品目からの自然分散の可能性 
  栽培用植物及び種子は栽培用に供されることから、評価基準より５点と評価した。 
 
（オ）評価における不確実性 
  本ウイルスに対する生物学的情報は少なく、評価における不確実性が高い。 
 
栽植用植物及び栽植用種子の入り込みの可能性の評価の結論 
 評価を行った項目の得点から平均値は５点であり、本ウイルスの栽植用植物及び種子を経路とした場合の

入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 
 
イ 消費用生植物 
（ア） 輸送中の生き残りの可能性（加工処理に耐えて生き残る可能性） 
  原産地で潜在的有害植物の生存率に影響を与える加工処理等は実施していないことから、評価基準により

５点とした。 
 
（イ） 潜在的検疫有害動植物の個体の見えにくさ 
  有害植物であることから、評価基準より５点とした。 
 
（ウ） 輸入品目からの人為的な移動による分散の可能性 
  本ウイルスの宿主植物は 47 都道府県に分布しているため、評価基準により４点とした。 
 
（エ） 輸入品目からの自然分散の可能性 
  本ウイルスが、消費用生植物から自然分散する可能性は無視できるため、評価を中止する。 
 
消費用生植物の入り込みの可能性の評価の結論 
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 本ウイルスの消費用生植物を経路とした場合の入り込みの可能性は無視できると結論付けた。 
 
３．Blackberry chlorotic ringspot virus の病害虫リスク評価の結論 

農業生産等への影響評価の

結論（病害虫固有のリスク） 

入り込みのリスク 
病害虫リスク評価の結論 

用途 入り込みの可能性

の評価の結論 

高い 

ア 消費用生植物 高い 高い 

イ 栽植用種子 高い 高い 

ウ 消費用生植物 無視できる 無視できる 
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第３ 病害虫リスク管理（ステージ３） 
リスク評価の結果、Blackberry chlorotic ringspot virus はリスク管理措置が必要な検疫有害植物であると

判断されたことから、ステージ３において、発生国からの宿主植物の輸入に伴う本ウイルスの入り込みリスクを

低減するための適切な管理措置について検討する。 
 

１．管理措置検討の詳細 
（１）「栽植用植物」の管理措置検討 

バラでは、葉や枝が叢生症状を、ラズベリーでは葉にモザイク症状を、ブラックベリーでは葉に葉脈黄化、

退緑斑紋及び輪紋症状を示す。よって、栽植用植物（苗木、穂木等）については、輸出入検査において、こ

れら異常がないかを確認する。なお、輸入検査においては、以下の検査抽出量について実施する。 
また、輸入時の目視検査によってウイルス症状が疑われる植物について RT-PCR 法による検出を行うこ

ととする。なお、キイチゴ属（Rubus）、リンゴ属（Malus）は輸入検査実施後、一定期間隔離栽培を行って検

査するため、この期間中に本ウイルスに対する検定を実施することも可能。 
 
栽植用植物のうちキイチゴ属（Rubus）及びリンゴ属（Malus）については、輸入植物検疫規程別表第一

（農林省, 1950; 農林水産省, 1997 第 12 次改正）の１項の１号に基づき全量、またバラ属（Rosa）は、輸入

植物検疫規程別表第一の３項の１号に基づき下表のとおり採取する。 
 

検査荷口の大きさ 検査する数量 
1,000 本未満  
1,000 本以上 1,841 本未満  
1,841 本以上 4,601 本未満 
4,601 本以上 9,201 本未満  
9,201 本以上 24,001 本未満  
24,001 本以上 

30% 以上 
300 本以上 
400 本以上 
500 本以上 
600 本以上 
800 本以上 

 
 
（２）「栽植用種子」の管理措置検討 
   ノイバラ（Rosa multiflora）の種子は高い伝染率で種子伝染する報告がある。栽植用種子が感染して輸入

された場合、本ウイルスが我が国に侵入する可能性が考えられる。そのため、栽植用種子については、本ウ

イルスを「輸入種苗検疫要綱」別表２（農林水産省, 1978）に追加し、本ウイルスを対象とした２次検査を実施

することが妥当と考える。 
また、経路となる栽植用ノイバラ種子に対する種子検定（２次検査）として、検定粒数 4,600 粒について精

密検定（RT-PCR 法による検出）を実施し、２次検査の検定粒数は、通常ロットの場合（同一の荷口あたりの

種子数が 46,000 粒以上）は、ロットあたり一律 4,600 粒、小ロットの場合（同一の荷口あたりの種子数が

46,000 粒未満）は、その種子数の 10%とする。 
 

 <<種子の検定を実施する場合の粒数の考え方について>> 

ア 検査用主試料の抽出方法 
輸入種子は、１次検査において、輸入植物検疫規程別表第一（農林省, 1950; 農林水産省, 1997 第

12 次改正）に基づき、下表のとおり採取する。 
 

植物の種類 検査荷口の大きさ 検査する数量 
７ 種子であっ

て栽培の用に

供するもの 

１ 省略 省略 省略 
２ 前号に掲げるもの以

外の植物 
 

10kg 未満 
10kg 以上 500kg 未満 
500kg 以上 1,500kg 未満 
1,500kg 以上 7,500kg 未満 
7,500kg 以上 20,000kg 未満 
20,000kg 以上 

10%以上 
1kg 以上 
2kg 以上 
3kg 以上 
5kg 以上 
7kg 以上 

 
イ 検定用試料の抽出方法 
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検定用試料については、ISTA の抽出方法に準拠した方法で、ISPM31「Methodologies for sampling 
of consignments」（FAO, 2016）を根拠とした、以下のポアソン分布に基づく抽出量の計算式（山村, 
2011）に基づいた抽出理論による検定数量について抽出する（小ロットについては、下記エ参照）。 

 
本式では、病害虫の付いた植物を不良植物とし、不良植物率が p 以上の荷口が国内へ入ってくるリス

クを、n 個検査することにより、１－β以下に制御する。 
 

ウ 通常ロットの種子検定対象の抽出量(n)の基本的な考え方 
個々の病原体の具体的な種子検定粒数の根拠とできる技術的情報がない場合は、国際種子連盟

（International Seed Federation（ISF））（ISF, 2018）等の検定プロトコール等の国内外の検定方法の情

報等を総合的に考慮し、種子検定のための抽出量(n)は、ウイルス･ウイロイドについては、限界不良植物

率（＝ロットにおいて検出しようとする最低感染種子率）(p) の暫定値として 0.001（＝0.1%＝荷口 1,000
粒/ロット中、感染種子 1粒）、検出確率(β)は 99％を採用し、上記ポアソン分布の式を用いて、約 4,600粒

/ロット要することとする（うち 1 粒検出により不合格）。なお、検出確率 99％は、豪州も採用している

（Australian Government, 2017）。 
 

 検出確率(β) 限界不良植物率(p) 
（暫定値） 

抽出量(n)→検定用の主試料/
ロット当たり 

ウイルス・ウイロイド 99％ 0.001 約 4,600 粒 
 

＜本ウイルスについての検定用抽出量の検討詳細＞ 
本ウイルスの検定粒数や感染種子率(p)に係る情報を記載した文献はないことから、現時点では上記

で算出した検定粒数の約 4,600 粒/ロットは妥当と考える。 

よって、本ウイルスの場合の検定のための数量は、下記エで示す同一の荷口あたりの種子数が少ない

場合（小ロット）以外は、その同一の荷口あたりの種子数に関わりなく一律に約 4,600 粒/ロットとする。 
なお、通常ロットの検定数である約 4,600 粒の重量の目安は以下の通り（ISTA, 2018）。 
 

植物名 種子約 4,600 粒の重さ 

ノイバラ 9.2g 
 
エ 小ロットの種子検定対象の抽出量の基本的な考え方 

小ロット（同一の荷口あたりの種子数が少量の場合。例えば、規定の検定数量を確保する場合が困難

な場合）の種子検定対象の抽出量については、次の考え方に基づくこととする。 
なお、小ロットの範囲とは、上記ウで計算した抽出量（検定用試料）の値が、検出対象の同一の荷口あ

たりの種子の数量（検査荷口の大きさ（母集団））の 10％となるまでの値の範囲となる。 
 

限界不良植物率（p） 
（暫定値） 小ロットの範囲 

ウイルス・ウイロイド（0.001） 約 46,000 粒重未満 
 

よって、本ウイルスの宿主植物の種子については、小量ロットの場合、ロットあたりの数量が約 46,000
粒未満の場合、10％抽出することとする。 
なお、小ロットの範囲の最大値である約 46,000 粒の重量の目安は以下の通り（ISTA, 2018）。 
 

植物名 小ロットの範囲の最大値である種子約 46,000 粒の重さ 

ノイバラ 92g 
ｖ 
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２．Blackberry chlorotic ringspot virus のリスク管理措置の結論 
 上記により検討の結果、より貿易制限的でない措置として以下の措置を推奨する。 
用途・部位 対象植物 植物検疫措置 
栽植用植物 バラ属（Rosa） ○ 輸出入（目視）検査並びに輸

入時の目視検査によってウイルス

症状が疑われる植物について

RT-PCR 法による検出を行う 
 

キイチゴ属（Rubus）、リンゴ属

（Malus） 
○ 輸出入（目視）検査並びに隔

離栽培による検査（症状観察及び

ウイルス症状が疑われる植物に

ついて RT-PCR 法による検出を

行う） 
栽植用種子  ノイバラ（Rosa multiflora） ○ 輸出入検査（輸入時の２次検

査を含む）。なお、２次検査につい

ては精密検定（RT-PCR 法）の実

施 
種子について検定する場合、国

際種子検査協会が定める国際種

子検査規程の抽出方法に準拠し

た方法で同一の荷口単位から無

作為に抽出した 4,600 粒につい

て、検定を実施する。（同一の荷

口単位から無作為に抽出された、

信頼度 99%のサンプルサイズと

することが適当であると考える。） 
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別紙１ 
Blackberry chlorotic ringspot virus の発生地の根拠 

国 ステータス 根拠論文及び備考 

アジア   

大韓民国 発生 Seo et al., (2017)  

欧州   

英国 発生 Jones et al. (2006); Tzanetakis et al. (2007)  
北米   

アメリカ合衆国 発生 Tzanetakis et al., (2007);Martin et al. (2013); Poudel 
et al.（2014） 
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別紙２ 
Blackberry chlorotic ringspot virus の宿主植物の根拠 

学名 科 属名 和名 英名 根拠 備考 

Rubus allegheniensis バラ科 キイチゴ属 ブラックベ

リー Blackberry Jones et al. (2006)  

Rubus coeanus バラ科 キイチゴ属   Seo et al. (2017)  

Rubus occidentalis バラ科 キイチゴ属  Black Raspberry Tranetakis et al. (2007)  

Rubus idaeus バラ科 キイチゴ属 

ヨ ー ロ ッ

パキイチ

ゴ（ラズベ

リー） 

Raspberry Poudel and Tzanetakis (2011)   

Rubus sp. バラ科 キイチゴ属   Tzanetakis et al. (2007)  

Malus spp. バラ科 リンゴ属   Apple Poudel et al.（2014）  

Rosa multiflora バラ科  バラ属   ノイバラ   Poudel et al.（2014）  

Rose spp. バラ科 バラ属  Rose Poudel et al.(2014); Tzanetakis et 
al. (2006)  
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別紙３ 
関連する経路の年間輸入量 
 
検疫有害動植物名：Blackberry chlorotic ringspot virus 
 

大分類 植物名 生産国 発生国 
2015 2016 2017 

検査 数量 検査 数量 検査 数量 

栽植用

植物 
ﾉｲﾊﾞﾗ 

ｵﾗﾝﾀﾞ ×     9 22050 1 20000 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ×         1 100 

ｷｲﾁｺﾞ属  

ｲﾀﾘｱ ×             

ｵﾗﾝﾀﾞ × 4 126         

ﾆｭｰｼﾞｰ

ﾗﾝﾄﾞ 
× 2 57 4 75     

英国 ○ 15 89 9 85 11 87 

アメリカ

合衆国 
○             

ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘ

ｰ 

英国 ○         2 4 

アメリカ

合衆国 
○ 6 105         

ﾖｰﾛｯﾊﾟｷ

ｲﾁｺﾞ(ﾗｽﾞ

ﾍﾞﾘｰ) 

ｵﾗﾝﾀﾞ × 3 30 2 110 1 60 

英国 ○ 1 2     13 43 

アメリカ

合衆国 
○ 1 6 2 20     

ﾘﾝｺﾞ 中国 ×     1 8     

栽植用

種子 ﾉｲﾊﾞﾗ 

ｵﾗﾝﾀﾞ ×     1 9     

ﾌﾗﾝｽ × 1 1         

中国 ×             

ｷｲﾁｺﾞ属 
ﾆｭｰｼﾞｰ

ﾗﾝﾄﾞ 
×             

ﾖｰﾛｯﾊﾟｷ

ｲﾁｺﾞ(ﾗｽﾞ

ﾍﾞﾘｰ)  

アメリカ

合衆国 
○     1 220     

中国 × 1 5 1 10 1 7 

ﾖｰﾛｯﾊﾟｷ

ｲﾁｺﾞ(ﾗｽﾞ

ﾍﾞﾘｰ) 

アメリカ

合衆国 
○     1 31     

 
  



14 

引用文献 
Australian Government Department of Agriculture and Water Resources (2017) Final pest risk analysis 

for Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV). (Online), available from  
<http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/biosecurity/risk-analysis/plant-
reviews/final-pest-risk-analysis-cgmmv.pdf>, (accessed 2018_12_04) 

FAO (2016) ISPM 31 Methodologies for sampling of consignments. (Online), available from 
<https://www.ippc.int/en/publications/588/>, (accessed 2018_09_20) 

ISF (2018) ISHI-Veg Protocols. (Online), available from  
<http://www.worldseed.org/our-work/phytosanitary-matters/seed-health/ishi-veg-protocols/>, 
(accessed 2018_11_27) 

ISTA (2018) ISTA Rules 2018 Chapter 2: Sampling. (Online), available from  
< 
https://www.seedtest.org/upload/cms/user/ISTA_Rules_2018_02_sampling_updated20171214.pdf
>, (accessed 2018_11_27) 

Jones, A. T., W. J. McGavin, V. Gepp, M. T. Zimmerman and S. W. Scott. (2006) Purification and 
properties of blackberry chlorotic ringspot, a new virus species in subgroup 1 of the genus ilarvirus 
found naturally infecting blackberry in the UK. Ann. Appl. Biol. 149: 125-135. 

Martin, R. R., S. MacFarlane, S. Sabanadzovic, D. Quito, B. Poudel and I. E. Poudel (2013) Viruses and 
virus diseases of Rubus. Plant Disease 97: 169-182. 

農林省（1950）輸入植物検疫規程（昭和 25 年 7 月 8 日付け 農林省告示第 206 号）. (Online), available 
from <http://yok1003s.pps.go.jp.local/Notification/basis/5/9/html/9.html>, (accessed 2018_09_20) 

農林水産省（1978）輸入種苗検疫要綱（昭和 53 年 9 月 30 日付け 53 農蚕第 6963 号）. (Online), available 
from <http://yok1003s.pps.go.jp.local/Notification/basis/8/50/file/1047.pdf>, (accessed 2018_09_20) 

NZ Ministry for Primary Industries (2016) Risk Management Proposal : Rose (Rosa spp.) nursery stock, 
from: Australia, Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, 
Italy, Japan, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United 
Kingdom. (online) available from 

 < https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/12273/loggedIn> (Last accessed 14 Aug 2018)  
NZ Ministry for Primary Industries (2018) Ministry for Primary Industries Standard 155.02.06 Importation 

of Nursery Stock. (online) available from 
 < https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1152/send> (Last accessed 11 Dec 2018) 

Poudel, B., T. Ho, A. Laney, A. Khadgi and I. E. Tzanetakis (2014) Epidemiology of Blackberry chlorotic 
ringspot virus. Palnt Disease 98: 547-550. 

Seo, J. K., M. K. Kim, H. R. Kwak and H. S. Choi (2017) First report of Blackberry chlorotic ringspot virus 
in Black Raspberry (Rubus coreanus) in Korea. Plant Disease 101: 848-849. 

Tzanetakis, I. E., P. D. Postman and R. R. Martin (2007) Identification, Blackberry chlorotic ringspot virus 
Rubus sp. in the United States. Plant Disease 91: 463.  

Tzanetakis, I. E., R. C. Gergerich and R. R. Martin (2006) A new ilarvirus found in rose. Plant Pathology 
55:568. 

山村光司 (2011) 農学と統計学. 計量生物学 Vol. 32, Special Issue, S 19–S 34. (Online), available from 
<https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjb/32/Special_Issue/32_Special_Issue_S19/_pdf/-char/ja>, 
(accessed 2018_09_20) 

 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/12273/loggedIn

