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はじめに 

多くの国でナス科植物の生産に被害をもたらしているTobacco mosaic virus（TMV：日本既発生）

や Tomato mosaic virus（ToMV：日本既発生）と同じ Tobamovirus 属に含まれる新種のウイルス

Tomato brown rugose fruit virus（ToBRFV）が、2014年以降、イスラエル、ヨルダン及びメキシコ

のトマトにおいて発見された。ToBRFVは、葉の萎黄化、モザイク及び斑点の症状を示し、果実で

は黄色又は褐色の斑点、奇形等の症状が報告されている。2018年以降、ドイツ、イタリア、トルコ、

アメリカ合衆国、中華人民共和国等のトマト生産施設において同様の症状が確認され、ToBRFVが

検出されたが、アメリカ合衆国及びドイツでは発生が限定的であったため、根絶されたとの報告が

ある。また、ToBRFVは、トマトのTobamovirus属の他のウイルスであるToMV等の抵抗性品種に

対しても感受性があり、さらにトマト生産施設内で通常の管理作業（は種、苗の定植等）で容易に

分散する可能性が示唆されているため、多くのトマト生産国ではToBRFVの侵入に対する懸念が広

がっている。 
日本においては、ToBRFV の宿主植物であるトマトは全国で栽培されていることから、ToBRFV

が侵入した場合に経済的な被害が想定される。なお、ToBRFVは、現在、「まん延した場合に有用な

植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物」に該当し、輸入検査で発見さ

れた場合、廃棄となる（農林省, 1950a; 農林省, 1950b; 農林水産省, 2011）。 
このため、ToBRFVのリスク評価を実施し、植物検疫上の位置づけを明らかにするとともに、適

切なリスク管理措置を検討するため、病害虫リスクアナリシスを実施した。 
 

Ⅰ 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 

Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 
 

（２）英名、和名等 

情報なし。 

 

（３）分類 

種類：ウイルス 

科：Virgaviridae 
属：Tobamovirus 

 

（４）シノニム 

情報なし。 

 

（５）その他 

トマトに感染するTobamovirus属としては、古くから世界的にToMVが発生しているが、近

年は、トマト等のナス科作物においてToMV以外のTobamovirus属の新種の発見と短期間での

各地への発生拡大が報告されている（久保田, 2016）。例えば、Tomato mottle mosaic virus
（ToMMV）は、2009年にメキシコの温室トマトから発見されたTobamovirus属の新種であり、

その後2010年にアメリカ合衆国フロリダ州、2013年に中華人民共和国のトウガラシで発見さ

れ、2014 年にはイスラエル、2015 年にはスペインのトマトで確認された（久保田, 2016）。
ToBRFVもTobamovirus属の新種であり、トマトのTobamovirus抵抗性品種（TM-22抵抗性遺

伝子を持つ。）を打破するため、世界的に拡大することが懸念されている（Luria et al., 2017）。 
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なお、ToBRFVは国内未発生であるが、2011年頃より国内のトマト生産地（栃木県、茨城県、

岐阜県、広島県及び福岡県）において、ToMV のTM-22（Tm-2aはTm-22とも呼ばれる）型抵

抗品種を打破する系統の発生の報告がある。ただし、2015年以降、TM-22打破系統の発生の報

告はない（久保田, 2016）。 
 

２．地理的分布 

（１）国又は地域（詳細は別紙１参照） 

アジア：中華人民共和国 

中東：イスラエル、トルコ、ヨルダン 

欧州：イタリア、オランダ、ギリシャ 

中南米：メキシコ 

 
（２）生物地理区 

ToBRFVは、旧北区、新北区、東洋区及び新熱帯区の４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２参照） 

ナス科：トマト（Solanum lycopersicum = Lycopersicon esculentum）、トウガラシ（Capsicum 
annuum） 

 

※ 汁液接種により、タバコ属（Nicotiana）及びChenopodium quinoaはわずかな症状を示

し、ペチュニア（Petunia hybrida）及びイヌホオズキ（Solanum nigrum）は無病徴、ナス

（S. melongena）及びバレイショ（S. tuberosum）は感染しなかったとの報告がある（Luria 
et al., 2017; Chitambar, 2018）。また、実験により、イヌホオズキ及びC. murale等の雑草

が保有宿主植物（reservoirs）として主要宿主植物への間接的な伝染経路となる可能性を示

唆する報告がある（Chitambar, 2018; EPPO, 2019f; EPPO, 2019g; AHDB, 2019）。 
 

（２）我が国における宿主植物の分布・栽培状況 
ToBRFVの宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されている。 
なお、国内におけるトマト栽培の時期は、一般的に露地栽培の場合は３月は種、５月植付け、

７月～10月初旬収穫となり、施設栽培の場合は８月は種、10月植付け、12月～６月収穫とな

る。 
 

４．感染部位及びその症状 

トマトでは、品種によるが、葉に糸葉症状（leaf narrowing）、黄化、モザイク及び斑点の症状が

見られる。花柄、萼及び葉柄にはえそ斑点が見られる。果実では凹凸表面を伴う黄色又は褐色の

斑点及び奇形の症状を示し、商品価値を低下させる（Salem et al., 2016; Luria et al., 2017; 
Chitambar, 2018; EPPO, 2019f）。 
トウガラシでは、葉に奇形、黄化、モザイク症状がみられ、果実は、黄褐色又は緑色の線条を

伴う奇形となり、商品価値を低下させる（EPPO, 2019f）。 
 

５．移動分散方法 

（１）自然分散 

ToBRFVの自然分散の方法としては、近接植物間の接触伝染及び昆虫伝搬（花粉の収集行動
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によるもの）※１が知られており、Tobamovirus 属の他のウイルスの自然分散の方法としては、

土壌伝染（植物残さを含む。）※2及び水媒伝搬※3が知られている。 
ToBRFV は、花粉媒介昆虫として利用されているセイヨウオオマルハナバチ（Bombus 

terrestris）の花粉収集行動により機械的に伝搬する旨の報告がある（Levitzky et al., 2019; EPPO, 
2019f）。なお、セイヨウオオマルハナバチは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律」（環境省, 2004）（以下「外来生物法」という。）により、特定外来生物に指定さ

れており、飼育や運搬を行うためには許可が必要であり、野外へ放つことは禁止されている。

しかしながら、セイヨウオオマルハナバチのトマト栽培における授粉利用は、外来生物法の施

行によりかなり減ってはいるが、既に北海道を中心に自然界に定着している（北海道立総合研

究機構, 2017）。一方、セイヨウオオマルハナバチの代替として日本固有種のクロマルハナバチ

（Bombus ignites）がトマトの授粉で利用されている実態もあり（環境省, 2019）、同様の伝搬

が行われる可能性はある。セイヨウオオマルハナバチの潜在的な飛翔可能距離は数kmとされ、

帰巣実験では9.8kmまで記録されている（北海道立総合研究機構, 2017）。マルハナバチはトマ

トの葯を噛み脚でしごくようにして花粉を集め、団子状にして巣へ持ち帰る習性がある。 
TMVが発生したトマトほ場において使用されていたマルハナバチの脚及び胴体、花粉団子並

びに巣箱からTMVが検出され、特に花粉団子及び巣にTMVが濃縮又は蓄積され、これらには

植物に感染し得る十分量のTMVが認められている（Okada et al., 2000）。 
 

※１ イスラエルのトマト生産において、授粉に利用されているセイヨウオオマルハナバチの

振動しながら行う花粉収集行動により、ハチが傷つけた植物の部位からToBRFVが機械的に

伝搬すると考えられる旨の報告がある（Levitzky et al., 2019; EPPO, 2019f）。ただし、手作業

による授粉又は噴霧等による授粉作業では、花粉伝搬するとの情報は得られていない。 
※２ イスラエルにおいて、感染トマトを栽培していたほ場に作付けされたトウガラシが、

ToBRFVが残っている土壌によって感染した報告がある（Chitambar, 2018）。また、ToMVは

数箇月も植物残さや土壌に留まることから、ToBRFVもその可能性が示唆されている（EPPO, 
2019f）。ToMV の場合、発病株の根から土壌へウイルスが溢出しており、栽培終了後も土壌

中の残さから溢出が続く旨の報告がある（Broadbent, 1976）。 
※３ Tobamovirus 属は、施設栽培における循環水により分散するとの報告があることから、

ToBRFVもその可能性が示唆されている（Chitambar, 2018; Salen et al.,2016）。 

 
（２）人為分散 

機械的伝搬（栽培作業、農作業用の道具や器具、作業員の手や衣服）（Chitambar, 2018; EPPO, 
2019f）、感染種子及び苗の移動により分散する。 
イスラエルにおいて2014年秋に初めてToBRFVによる症状が確認されてから、１年以内に

国全体にまん延が見られた。これは、感染種子や苗の移動、栽培作業に関わる人為的分散によ

るためと考えられている（EPPO, 2019f）。 
 

※ ToBRFVの種子伝染については、その可能性が強く疑われているが報告はまだない。しか

し、ToBRFVが属するTobamovirus属の他のウイルスが種子伝染を行うことから、その可能

性が示唆されている（Luria et al., 2017; Chitambar, 2018; EPPO, 2019f）。また、Tobamovirus
属は、授粉により直接種子が感染する報告はないが、種皮に付着したウイルスあるいは感染

果実から採取した種子の胚乳にウイルスが侵入し伝搬する場合がある（CABI, 2019）。これ

ら汚染種子は、直播した場合には極めて稀にしか伝染は起こらないが、幼苗を移植すること

で種皮や胚乳にあるウイルスとの接触の機会が増え、伝染することが報告されている（栃原, 
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1999; Dombrovsky and Smith., 2017）。 
 

６．生態 

（１）中間宿主及びその必要性 

情報なし。 
 

（２）伝染環数 

近接植物間の接触伝染及び昆虫伝搬（花粉の収集行動によるもの）の複数の感染経路がある。 
 

（３）植物残さ中での生存 

イスラエルにおいて、トウガラシが土壌中の感染トマトの残さから感染した報告がある

（Chitambar, 2018）。また、Tobamovirus 属の他のウイルスは何箇月も植物残さや土壌に残存

することから、ToBRFVも同様の特徴を持つ可能性が示唆されている（EPPO, 2019f）。 
 

（４）耐久生存態 

ToBRFVについての情報なし。Tobamovirus属のウイルス粒子は感染植物体内で、高濃度に

蓄積し、粒子の物理的安定性も極めて高いことが報告されている（久保田、2016）。 
 

７．媒介性又は被媒介性に関する情報 

イスラエルにおいて、トマトの授粉に利用されているセイヨウオオマルハナバチの授粉行動に

よりToBRFVの伝搬が確認された報告がある（Levitzky et al., 2019; EPPO, 2019f）。 
 

８．被害の程度 

イスラエルにおいて、感染トマト果実の黄色斑点症状は、感染植物の果実総数の10～15%に見

られたとの報告がある（Luria et al., 2017; Chitambar, 2018）。また、ドイツでは、25haのトマト

生産施設の10％が症状を示し（Menzel et al., 2019）、ヨルダンでは発生施設においては100％に

近い植物が被害を受けている（Salem et al., 2016）。 
ToBRFVは、トマトにおいてTobamovirusのTM-2a抵抗性遺伝子を持つ品種に対しても感染性

があり、また、トウガラシにおいても 30℃以上の高温下で Tobamovirus の L 抵抗性遺伝子の品

種に対して感染性があるとの報告がある（Chitambar, 2018）。 
 
９．防除に関する情報 

ToBRFVに対しての防除は限定的であり、一度侵入を許すと、現段階では感染植物の除去や厳

しいほ場衛生管理しかない（EPPO, 2019f）。 
なお、2011年頃から2014年にかけて日本国内のトマト生産地（栃木県、茨城県、岐阜県、広

島県及び福岡県）において、ToMV のTM-22型抵抗品種を打破する系統が発生し、ToMV の打破

系統に対する防除を実施した結果、2015 年以降打破系統の発生の報告はなくなった（久保田, 
2016）。 
このため、ToBRFV に対しても、以下のような ToMV の打破系統に対する防除方法（栃木県, 

2011; 高知県, 2012; 久保田, 2016）が適用できる可能性がある。なお、抵抗性品種に感染するた

め、今のところトマトの抵抗性品種を利用した防除はできない。 
 健全株への伝染を防ぐため、発病株を見つけたら直ちに抜き取る。 

 作期の終了後は、土壌中の植物残さの腐敗を促し、ウイルスの不活化をはかる。湛水状態では

植物組織の腐敗が遅れウイルスが不活化しにくくなるので、発病がみられた作期の終了後は湛
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水を控える。 

 植物残さの持ち出しをしない。 

 資材の消毒（床土、播種箱、育苗鉢、ロックウールマット、栽培槽などの消毒）を行う。 

 接触伝染性が強いので、発病株に触れた手指は石鹸でよく洗う。 

 養液栽培ほ場では養液槽の洗浄と消毒を行う。 

 次作での再発を防ぐため、可能であれば１作はトマトを栽培しない。 

 栽培を中断できない場合は、 

- 植物残さを地下部の根を含めできるだけ取り除く。 

- ウイルス粒子を含む感染根の分解を促進するため、ほ場に牛糞堆肥等有機質資材を投入し、適

切な温度に保ちつつ耕うんする。 

- 古株を短期間で枯死させるために、カーバムナトリウム塩剤の土壌散布又は潅水を行う。 

 

１０．診断、検出及び同定 

（１）抗原抗体反応による検定方法 

トマトの種子及び葉に関しては、ToMVの抗血清を用いたELISA法で検出可能である。オラ

ンダの検定機関では、トマト種子に関しては3,000粒（サブサンプル250粒）を検定している。

しかし、ToMV との識別ができないため、種を特定するためにはさらに詳細な分子生物学的な

調査が必要である（EPPO, 2019f; Naktuinbouw, 2019）。なお、ToBRFV を対象としたELISA
キットは販売されていない。 

 
（２）遺伝子診断法 

葉及び種子に感染しているToBRFVは、Tobamovirus属のユニバーサルプライマーを用いた

RT-PCR により得られた増副産物をシークエンス解析することで検出可能との報告がある

（Cambrón-Crisantos et al., 2018; Menzel et al., 2019）。さらにToBRFVに特異的なプライマ

ーによりToBRFVを特定することが可能である（Alkowni et al., 2019）。なお、ヨルダン及びイ

スラエルで分離された ToBRFV の遺伝子情報は GenBank に登録されている（NCBI, 2016; 
NCBI, 2017）。 

 

１１．我が国における現行の植物検疫措置 

輸入時に植物体に現れる症状の有無について目視検査を実施している。なお、ToBRFVは「ま

ん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物」であ

り、輸入検査で発見された場合、廃棄となる（農林省, 1950a; 農林省, 1950b; 農林水産省, 2011）。 
 

１２．諸外国での輸入検疫要件  
（１）トルコ（WTO/SPS, 2019a） 

ヨルダン、ドイツ、イスラエル、イタリア及びメキシコ原産のトマト及びトウガラシ属種子

の輸出国に対して、検査証明書に追記（RT-PCR法による検定でToBRFVが認められなかった

荷口である旨を追記）することを要求している。 
 
（２）ニュージーランド（WTO/SPS, 2019b） 

トマト及びトウガラシ属種子については、検査証明書に追記（ToBRFV 未発生の地域又は生

産地で栽培されたものであるか、国際種子検査協会（ISTA）又は公認種子アナリスト協会（AOSA）
のサンプリング法に従って 3,000 粒を ELISA 検定して ToBRFV がフリーである旨を追記）す

ることを要求している。 



6 
 

 
（３）オーストラリア（Australian Biosecurity, 2019） 

種子サンプル20,000粒（小ロットの場合は重量の20％）を使用したToBRFV のPCR検定

を実施することを要求している。 
 PCR検定は輸出国又は輸入時に行うことができる。 
 オーストラリア当局承認プロトコールを用いてPCR検定すること。 
 検査証明書が提示されない、又は受け入れられない内容である場合、オーストラリアにて

20,000粒（小ロットの場合は重量の20％）の検定を実施する。 
 

（４）EU（EU, 2019） 
トマト及びトウガラシの栽植用植物（種子を含む。）について、2019 年 11 月１日から 2022

年３月 31 日までの緊急措置として、以下の要件のいずれか一つを検査証明書に追記すること

を要求している。 
ア ToBRFVの無発生国で生産されたものであること。 
イ ToBRFVの無発生地域で生産されたものであること。 
ウ ア及びイ以外の場合 
（ア）種子を除く栽植用植物 

栽植用植物はToBRFVの無発生生産用地で生産されたものであること。また、生産に使

用する種子は、ToBRFVの無発生地域産の種子又は公的な検定の結果、ToBRFVが検出さ

れなかった種子であること。 
（イ）種子 

適切な方法を用いた公的なサンプリング及び検定の結果、ToBRFVが検出されないこと。 
 

（５）アルゼンチン（SENASA, 2019） 
ToBRFVの発生国産のトマト及びトウガラシの栽植用植物及び種子について、公的機関

による精密検定の結果、ToBRFVが検出されない旨を検査証明書に追記することを要求し

ている。  
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Ⅱ リスクアナリシスの結果 
第１ 開始（ステージ１） 
１．開始 

Tomato brown rugose fruit virusに対するリスク評価を行い、植物検疫上の位置づけを明らかに

するとともに、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する。 
 
２．対象となる有害動植物 

Tomato brown rugose fruit virusを対象とする。 
 
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．宿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」

に示す部位を含む植物を対象とする。 
 
４．対象となる地域 

日本全域を対象とする。 
 
５．開始の結論 

Tomato brown rugose fruit virusを開始点とし、ToBRFV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。 
  



8 
 

第２ 病害虫リスク評価（ステージ２） 
１．有害動植物の類別 

ステージ１で特定された有害動植物について、国内における発生及び公的防除の有無、定着及

びまん延の可能性並びに経済的影響を及ぼす可能性について調査し、検疫有害動植物の定義の要

件を満たしているかどうかを検討する。なお、検疫有害動植物の要件を満たしていない場合は、

それが判明した時点で評価を中止し病害虫のリスクは「無視できる」とする。 
（１）有害動植物の国内での発生の有無及び公的防除の有無等 

ToBRFVは国内未発生である。 
 
（２）定着及びまん延の可能性 

ToBRFVの宿主植物であるトマト、トウガラシは日本で広く栽培されていることから、定着

及びまん延する可能性があると判断する。 
 
（３）経済的影響を及ぼす可能性 

ToBRFV は、イスラエル、ドイツ及びヨルダンで 10～100％に近い植物の被害報告がある。

現在、ToBRFVは国内未発生であるが、もし、ToBRFVが国内に入り込み、定着及びまん延し

た場合、経済的影響を及ぼす可能性がある。 
 
（４）評価にあたっての不確実性 

特にない。 
 
（５）有害動植物の類別の結論 

ToBRFVは国内未発生である。宿主植物であるトマト、トウガラシは、国内で広く栽培され

ていることから、ToBRFVが国内に定着及びまん延する可能性がある。また、ToBRFVはイス

ラエル、ドイツ及びヨルダンでは、10～100％に近い植物の被害報告があることから、わが国

でも経済的影響を及ぼす可能性は否定できない。 

したがって、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「検疫有

害動植物に関する病害虫リスクアナリシス」に規定された検疫有害動植物の要件を満たすこと

から、ToBRFVに対するリスクアナリシスを実施するため、引き続き「２．農業生産等への

影響の評価」で評価を行う。 

 
２．農業生産等への影響の評価 
（１）定着の可能性の評価 

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 
ここでは、「ベクター以外による伝搬」と「ベクターによる伝搬」に分けて評価を行い、

それぞれにおける項目の得点の合計値が高い方を採用する。 
（ア）潜在的検疫有害動植物の生存の可能性 

土壌中に残った感染トマトの残さからトウガラシが感染した報告があることから、生活環

を維持できると考える。 
（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 

中間宿主が必須との情報は得られていない。 
（ウ）潜在的検疫有害動植物の繁殖戦略 

ToBRFVは有害植物であるため、評価基準より５点と評価した。 
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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）寄主又は宿主植物の利用可能性及び環境の好適性 

ToBRFVの宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されていることから、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 

ToBRFVが宿主とする植物の科は、ナス科のみが知られている。 
（ウ）有害動植物の侵入歴 

ToBRFVは旧北区、新北区、東洋区及び新熱帯区の４区に分布する。よって、評価基準よ

り４点と評価した。 
 

 
 
（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）ベクター以外による伝搬 
ａ 移動距離 

ToBRFVは、近接植物間の接触伝染が知られている。なお、ToMVは感染植物残さととも

に土壌中に数箇月以上生存し、伝搬することから、同属のToBRFVも同様に土壌伝染する可

能性が示唆されている。よって、評価基準より１点と評価した。 
ｂ 伝染環数 

ToBRFVは、近接植物間の接触伝染が知られている。なお、Tobamovirus属の他のウイル

スは、土壌伝染（植物残さを含む。）、種子伝染及び移植や管理作業による汁液伝染の複数の

伝染経路が存在することから、同属の ToBRFV も同様に複数の伝染経路が存在する可能性

が示唆されている。よって、評価基準より５点と評価した。 
（イ）ベクターによる伝搬 
ａ ベクターの移動距離 

ToBRFVは、花粉媒介昆虫として利用されていたセイヨウオオマルハナバチによる花粉収

集行動により伝搬する旨の報告がある。なお、日本では、セイヨウオオマルハナバチは過去

に花粉媒介昆虫として利用されてきた経緯があり、北海道に定着していることから、外来生

物法（環境省, 2004）に基づき「防除実施計画」を作成し、防除活動が行われている。また、

セイヨウオオマルハナバチの潜在的な飛翔可能距離は数kmとされ、帰巣実験では9.8km ま

で記録されている。よって、評価基準より５点と評価した。 
ｂ 伝搬様式 

ToBRFVは、花粉媒介昆虫として利用されていたセイヨウオオマルハナバチが振動しなが

ら行う花粉収集行動により、ハチが傷つけた植物の部位から機械的に伝搬すると考えられて

いる。よって、評価基準より２点と評価した。 
 

イ 人為分散 
（ア）農作物を介した分散 

ToBRFVの宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されていることから、評価基準よ

り５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4.7点となった。 
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（イ）非農作物を介した分散 
農作業用の道具や器具、作業員の手や衣服に付着した ToBRFV が機械的に伝搬すること

が知られていることから、評価基準より５点と評価した。 
 

 
 
（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 

ToBRFVの宿主植物であるトマト及びトウガラシの農産物産出額は、2,444.4億円となる。

よって、評価基準より４点と評価した。 
（イ）生産への影響 

ToBRFV の宿主植物であるトマト及びトウガラシは、手順書の付録２に記載されており、

ToBRFVの発生国であるイスラエル、ドイツ及びヨルダンで10～100％に近い植物の被害報

告がある。よって、評価基準より４点と評価した。 
（ウ）防除の困難さ 

2018 年９月、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ郡の１箇所の施設栽培の

トマトからToBRFVが同国において初めて確認された。しかし、すべての感染及び症状を示

す植物の処分を行ったことにより定着までは至らなかった。また、2018年11月、ドイツの

ノルトラインウェストファーレン州の７箇所のトマト生産施設（25 ha）において ToBRFV
が確認された。しかし、施設内の植物の廃棄、施設の洗浄及び消毒、道具の消毒等の根絶措

置を実施し、根絶された。 
（エ）直接的影響の評価結果 

上記２項目の評価点の積は 16 点となり、評価基準より直接的影響の評価点は４点となっ

た。 
 

イ 間接的影響 
（ア）農作物の政策上の重要性 

ToBRFV の宿主植物であるトマトは、「野菜生産出荷安定法施行令」で定める指定野菜に

該当することから、評価基準より１点と評価した。 
（イ）輸出への影響 

EUは、トマト及びトウガラシの栽植用植物（種子を除く。）について、ToBRFVを対象と

した病害虫無発生地域又は無発生生産用地での生産を要求している。よって、評価基準より

１点と評価した。 
 

 
 
評価における不確実性 

ToBRFVは、新しい種のため情報は限られている。自然分散については、Tobamovirus属の他

ウ まん延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。 

 

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５

点となった。 
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のウイルスの情報を参考に評価しているため、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99.2点となり、ToBRFVの農業生産等への影響の評価を「高い」と

結論付けた。 
 
 
３．入り込みの可能性の評価 

項目 評価における判断の根拠等 

（１）感染部位 植物全体及び種子 

（２）我が国に入り込む可能

性のある経路 

植物全体及び種子に感染することから、経路は〔栽植用植物〕、〔栽植

用種子〕、〔消費用生植物〕、〔消費用乾燥植物類〕と特定される。 

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 ○ 

エ 消費用乾燥植物類 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 
（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） 

栽植用植物では、原産地で有害植物の生存に影響を与えるような加工処理は実施されな

いことから、当該有害植物が通常輸送中生き残る可能性が高い。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 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、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 

栽植用植物は、直接栽培施設、ほ場等へ持ち込まれる。よって、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 

栽植用植物は、評価基準より一律５点であることから、５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
 

 
 

栽植用植物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であり、ToBRFV の栽植用植物を経路とした場

合の入り込みの可能性の評価を「高い」と結論付けた。 
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イ 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） 

栽植用種子では、原産地で有害植物の生存に影響を与えるような加工処理は実施されな

いことから、当該有害植物が通常輸送中生き残る可能性が高い。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 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、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 

栽培用種子は、直接栽培施設、ほ場等へ持ち込まれる。よって、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 

栽培用種子は、評価基準より一律５点であることから、５点と評価した。 
（オ）評価における不確実性 

ToBRFV の種子伝搬については報告はないが、Tobamovirus 属のウイルスは種子伝染を

することを参考に評価しているため、不確実性が高い。 
 

 
 

ウ 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 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、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 

宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されている。よって、評価基準より４点と評

価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

ToBRFV に感染した宿主植物が輸入された場合、当該植物から我が国に存在する宿主植

物への自然分散の方法は、マルハナバチによる分散が考えられるが、消費用生植物は通常栽

培地ではなく、消費地へ運ばれるため、マルハナバチによる分散は考えられない。ToBRFV
が、消費用生植物から自然分散する可能性は無視できることから、評価基準より「評価中止」

となる。 
（オ）評価における不確実性 

特にない。 
 

 
 

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であり、ToBRFV の栽植用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。 

消費用生植物の入り込みの可能性の評価の結論 
ToBRFV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。 
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エ 消費用乾燥植物類 
（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 

ウイルス等の有害植物は目視では確認できない。よって、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 

宿主植物であるトマトは47都道府県で栽培されている。よって、評価基準より４点と評

価した。 
（エ）輸入品目からの自然分散の可能性 

ToBRFV に感染した宿主植物が輸入された場合、当該植物から我が国に存在する宿主植

物への自然分散の方法は、マルハナバチによる分散が考えられるが、マルハナバチは授粉行

動によりToBRFVを伝搬することから、マルハナバチが消費用乾燥植物類に飛散し、健全植

物へ感染させ自然分散する可能性は極めて低く無視できると判断し、評価基準より「評価中止」

となる。 
（オ）評価における不確実性 

消費用乾燥植物類のうち、培養資材は直接栽培地に持ち込まれることから、評価の結論に

は不確実性が伴う。 
 
４．Tomato brown rugose fruit virusの病害虫リスク評価の結論 

ToBRFVは検疫有害植物であり、栽植用植物及び栽植用種子を経路として入り込む可能性があ

ると評価した。 

農業生産等への影響の評

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 栽植用植物 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 

エ 消費用乾燥植物類 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） 
病害虫リスク評価の結果、Tomato brown rugose fruit 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

ToBRFVの入り込みの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．Tomato brown rugose fruit virusのリスク管理措置の選択肢の有効性及び実行可能性の検討 

選択肢 方法 有効性及び実行可能性の検討 
有効性及び実行可能性の難易 

実施時期 有効性 
実行上

の難易 

①病害虫無発

生の地域、

生産地又は

生産用地の

設定及び維

持 

国際基準 No. 4
又は No. 10 の

規定に従って

設定及び維持

する。 

〔有効性〕 
 国際基準に基づき輸出国植

物防疫機関が設定、管理及

び維持する病害虫無発生の

地域、生産地又は生産用地

であって、ToBRFVの感染が

ないことを確認した種子を

利用すること及びベクター

の管理ができれば、リスク

を十分に低減することがで

きる。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国において適切に管理

されること（ベクターの管

理も含む。）が必要である

が、実行可能と考えられる。 

 
輸出国 
輸出前 

 
○ 

 
○ 

②システムズ

アプローチ 
複数の管理措

置を組み合わ

せる。 

有効性及び実行可能性につい

ては、具体的に提案される管

理措置の内容を検討する必要

がある。 

 
輸出国 
輸出前 

 

 
－ 
 
 

 
－ 
 
 

③栽培地検査 栽培期間中に

生育場所にお

いて植物の症

状を観察する。 

〔有効性〕 
 ToBRFV の宿主植物である

トマト及びトウガラシは、

栽培期間中に症状を現すた

め、有効である。 
 しかし、症状を現す場合で

も、他の病原体等による症

状と区別できない場合があ

る。また、品種及び環境によ

り発症に長期間を要する場

合は、潜伏状態のものを見

逃すおそれがある。 
 
〔実行可能性〕 

 
輸出国 
栽培中 

 
▽ 

 
○ 
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 輸出国においてベクターの

適切な防除が実施されると

ともに、適切な検査が行わ

れる必要があるが、実行可

能と考えられる。 

④精密検定 血清学的診断

法、遺伝子診断

法等を実施す

る。 

〔有効性〕 
 Tobamovirus 属のユニバー

サルプライマーを用いた

RT-PCR により得られた増

副産物をシークエンス解

析、又は ToBRFV に特異的

なプライマーにより検出が

可能である。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出入国において検定施設

を有するとともに、特異的

なプライマー及びポジティ

ブコントロールが必要であ

るが、実行可能と考えられ

る。 

 
輸出国 
輸出前 

 
 
 
 

輸入国 
輸入時 

 
○ 
 
 
 
 

 
○ 
 
 

 
○ 
 
 

 
 
 

○ 
 

 

⑤荷口への対

象の当該有

害動植物の

付着がない

ことを検査

証明書に追

記 

輸出国での目

視検査の結果、

当該有害動植

物の付着がな

いことを確認

し、その旨を検

査証明書に追

記する。 

〔有効性〕 
 輸出検査時に症状を明瞭に

現す場合は有効である。 
 潜在感染している場合があ

り、見逃すおそれがある。 
 種子は症状が報告されてい

ないため、有効でない。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国において適切な検査

が行われる必要があるが、

実行可能と考えられる。 

 
輸出国 
輸出前 

 

 
▽ 

（栽植

用種子

×） 
 

 
○ 

⑥輸出入検査

（ 目 視 検

査） 
 
 

症状を観察す

る。 
〔有効性〕 
 輸出入検査時に症状を明瞭

に現す場合は有効である。 
 潜在感染している場合があ

り、見逃すおそれがある。 
 種子は症状が報告されてい

ないため、有効でない。 
 
〔実行可能性〕 
 輸出国及び輸入国において

通常実施されている検査で

 
輸出国 
輸出前 

 
 
 

輸入国 
輸入時 

 
▽ 

（栽植

用種子

×） 
 
▽ 

（栽植

用種子

×） 
 

 

○ 
 
 
 
 
○ 
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あり、実行可能である。 

有効性   ○：効果が高い 
▽：限定条件下で効果がある 
×：効果なし 
－：検討しない 

実行可能性 ○：実行可能 
▽：限定条件下で実行可能 
×：実行困難 
－：検討しない 

 
２．経路ごとのTomato brown rugose fruit virusに対するリスク管理措置の選択肢の有効性及び

実行可能性一覧 
経路ごとのリスク管理措置について検討した結果を以下にとりまとめた。 
 

選択肢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経路等 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

病
害
虫
無
発
生
の
地
域
、
生
産
地
又
は
生
産
用

地
の
設
定
及
び
維
持 

シ
ス
テ
ム
ズ
ア
プ
ロ
ー
チ 

栽
培
地
検
査 

精
密
検
定 

検
査
証
明
書
へ
の
追
記 

輸
出
入
検
査
（
目
視
検
査
） 

輸
出
国 

輸
出
国 

輸
出
国 

輸
出
国 

輸
入
国 

輸
出
国 

輸
出
国 

輸
入
国 

栽植用植物 
有効性 ○ － ▽ ○ ○ ▽ ▽ ▽ 

実行可能性 ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

栽植用種子 
有効性 ○ － ▽※１ ○※２ ○ × × × 

実行可能性 ○ － ○※１ ○※２ ○ ○ ○ ○ 

※１：採種用親植物に対する措置 
※２：採種用親植物又は種子に対する措置 
 
有効性 ○：効果が高い 

 ▽：限定条件下で効果がある 
 ×：効果なし 
 －：検討しない 

実行可能性 ○：実行可能 
 ▽：限定条件下で実行可能 
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 ×：実行困難 
 －：検討しない 

 
３．経路ごとのTomato brown rugose fruit virusに対するリスク管理措置の選択肢の特定 
（１）栽植用植物 

ア リスク管理措置の選択肢 
（ア）病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①） 
（イ）精密検定（選択肢④） 

 
イ 検討結果 

病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、ToBRFVのリ

スクを適切な保護水準まで低減できる選択肢である。しかしながら、病害虫無発生地域等の

設定及び維持においては、ToBRFVのベクターと考えられているマルハナバチは帰巣本能が

あるものの、10km程度の移動が可能なため、緩衝地帯の設定等の管理が必要である。また、

病害虫無発生地域等における宿主植物の栽培環境、病害虫管理等を含む各種要因に影響を受

けるためすべての地域等で一律の状況ではなく、個別案件ごとに、どのように設定、管理及

び維持されているかについて、輸出国植物防疫機関が示し、日本側がその内容を確認し、問

題なければ承認することとなる。 
精密検定（選択肢④）は、無作為に抽出された葉についてTobamovirus属のユニバーサル

プライマーを用いたRT-PCRにより得られた増副産物をシークエンス解析、又はToBRFVに

特異的なプライマーを用いた RT-PCR により ToBRFV を検出できるため、輸出前又は輸入

時の精密検定は有効であり、実行可能であると考える。 

 
ウ 栽植用植物を経路とするリスク管理措置の選択肢の特定 

栽植用植物に対する管理措置として、ToBRFVの入り込みの可能性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ないことを考慮し、以下の選択肢を特定した。 
 

○ 輸出国（輸出前）において、荷口全体（同一の荷口単位）の植物を対象に輸入植物検疫規

程（農林省, 1950c）別表第１の６項２号の規定に基づく検査量相当について目視検査を行

う。また、疑症状部及び無作為に抽出した検体についてTobamovirus属のユニバーサルプ

ライマーを用いたRT-PCRにより得られた増副産物をシークエンス解析、又はToBRFVに

特異的なプライマーを用いたRT-PCRによる検定を行い、ToBRFVに感染していないこと

を確認し、その旨を検査証明書に追記する。 
又は 
○ 輸入国（輸入時）において、輸入植物検疫規程（農林省, 1950c）別表第１の６項２号の

規定に基づく検査量について目視検査を行う。また、疑症状部及び無作為に抽出した検体

について Tobamovirus 属のユニバーサルプライマーを用いた RT-PCR により得られた増

副産物をシークエンス解析、又は ToBRFV に特異的なプライマーを用いた RT-PCR によ

る検定を行い、ToBRFVに感染していないことを確認する。 
 

輸入植物検疫規程（農林省, 1950c）別表第１の６項２号 

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 

30%以上 

300本以上 
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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 

400本以上 

500本以上 

600本以上 

800本以上 

 
（２）栽植用種子 

ア リスク管理措置の選択肢 
（ア）病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①） 
（イ）精密検定（選択肢④） 
 
イ 検討結果 

病害虫無発生の地域、生産地又は生産用地の設定及び維持（選択肢①）は、ToBRFVのリ

スクを適切な保護水準まで低減できる選択肢である。しかしながら、病害虫無発生地域等の

設定及び維持においては、ToBRFVのベクターと考えられているマルハナバチは帰巣本能が

あるものの、10km程度の移動が可能なため、緩衝地帯の設定等の管理が必要である。また、

病害虫無発生地域等における宿主植物の栽培環境、病害虫管理等を含む各種要因に影響を受

けるためすべての地域等で一律の状況ではなく、個別案件ごとに、どのように設定、管理及

び維持されているかについて、輸出国植物防疫機関が示し、日本側がその内容を確認し、問

題なければ承認することとなる。 
精密検定（選択肢④）は、採種用親植物又は当該植物から採種された種子について

Tobamovirus属のユニバーサルプライマーを用いたRT-PCRにより得られた増副産物をシー

クエンス解析、又はToBRFV に特異的なプライマーを用いたRT-PCR によりToBRFV を検

出できるため、輸出前又は輸入時の精密検定は有効であり、実行可能であると考える。 
 
ウ 栽植用種子を経路とするリスク管理措置の選択肢の特定 

栽植用種子に対する管理措置として、ToBRFVの入り込みの可能性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ないことを考慮し、以下の選択肢を特定した。 
 

○ 輸出国（輸出前）において、採種用親植物又は種子についてTobamovirus属のユニバー

サルプライマーを用いたRT-PCRで得られた増副産物をシークエンス解析、又はToBRFV
に特異的なプライマーを用いたRT-PCRによる検定を行い、ToBRFVに感染していないこ

とを確認し、その旨を検査証明書に追記する。 
又は 
○ 輸入国（輸入時）において、種子についてTobamovirus属のユニバーサルプライマーを

用いた RT-PCR で得られた増副産物をシークエンス解析、又は ToBRFV に特異的なプラ

イマーを用いた RT-PCR による検定を行い、ToBRFV に感染していないことを確認する。 
 
なお、種子の検定を行う場合は、国際種子検査協会（ISTA）が定める国際種子検査規程

（International Rules for Seed Testing）の抽出方法（ISTA, 2019）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規定の種子数について検定を行う。規定の種子数については、

ToBRFVに関し、検定粒数や感染種子率に係る情報を記載した文献はないことから、現時点

では、99％の検出確率で 0.1%の感染種子を検出可能なサンプルサイズとして、通常ロット

の場合（同一の荷口当たりの種子数が46,000粒以上）は、ロット当たり一律4,600粒（検定
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実施においてはサブサンプル400粒以下）となる。なお、小ロットの場合（同一の荷口当た

りの種子数が46,000粒未満）は、その種子数の10%（検定実施におけるサブサンプルは400
粒以下）とする（種子検定に係る詳細は参考参照）。 

 
４．Tomato brown rugose fruit virusのリスク管理の結論 

経路ごとにリスク管理措置の選択肢を検討した結果、ToBRFVの入り込みのリスクを低減さ

せる効果があり、かつ必要以上に貿易制限的でないと判断した各経路の管理措置を以下にとりま

とめた。 

経路 対象植物 リスク管理措置 

栽植用植物（種子及

び果実を除く。） 
ナス科：トマト（Solanum 

lycopersicum 
(=Lycopersicon 
esculentum)）、トウガラシ

（Capsicum annuum） 

○ 輸出国（輸出前）又は輸入国（輸

入時）における核酸の塩基配列を検

出するために適切と認められる方

法による精密検定。 

栽植用種子 ○ 輸出国（輸出前）における採種

用親植物若しくは種子又は輸入国

（輸入時）における種子に対する

核酸の塩基配列を検出するために

適切と認められる方法による精密

検定。 
 
※ 検定は、ISTA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

抽出した規定の種子数について行

うこと。通常ロットの場合（同一

の荷口当たりの種子数が46,000粒

以上）は、ロット当たり一律

4,600粒について、最大400粒ず

つ検定を行い、小ロットの場合

（同一の荷口当たりの種子数が

46,000粒未満）は、その種子数の

10%を規定数とし、最大400粒ず

つ検定を行う。 
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別紙１ 
 

Tomato brown rugose fruit virus の発生国の根拠 
 

国又は地域 ステータス 根拠論文 備考 

アジア    

中華人民共和国    

山東省 発生 
EPPO, 2019g; EPPO, 2019h; 
Yan et al., 2019 

 

中東    

イスラエル 発生 

Luria et al., 2017; Alkowni et 
al., 2019; EPPO, 2019e; 
Levitzky, et al., 2019; EPPO, 
2019g 

 

トルコ 発生 Fidan et al., 2019  

ヨルダン 発生 
Salem et al., 2016; EPPO, 
2019g 

 

欧州    

イタリア 発生 
EPPO, 2019b; EPPO, 2019g; 
Panno et al. (2019) 

 

英国 
一次的発生（根

絶活動中） 
EPPO, 2019g  

オランダ 発生 EPPO, 2019i  

ギリシャ 発生 EPPO, 2019j  

ドイツ 
未発生 
（根絶） 

NPPO of Germany, 2018; 
EPPO, 2019a; Menzel et al., 
2019; EPPO,2019f; EPPO, 
2019g  

 

ベルギー 未発生 EPPO, 2019g  

北米    

アメリカ合衆国 
未発生 
（根絶） 

Chitambar, 2018; EPPO, 
2019d; EPPO, 2019g; Ling et 
al., 2019 

 

中南米    

メキシコ 発生（一部） 
NAPPO, 2018; EPPO, 2019c; 
EPPO, 2019g;  

 

 

※ 各国の発生の経緯 

 2014 年、イスラエルのネット栽培施設で Tobamovirus 属の抵抗性品種のトマト

において新しい病気が発生し、その後、ToBRFV によるものと判明した（Luria 
et al., 2017; Alkowni et al., 2019; EPPO, 2019e; Levitzky, et al., 2019）。 

 2015 年、ヨルダンの複数の施設で栽培されていたトマトから初めて ToBRFV が

分離された（Salem et al., 2016）。 
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 2018 年、メキシコのミチョアカン州ユレクアロ郡苗生産施設のトマト及びトウ

ガラシから ToBRFV が発見された（NAPPO, 2018; EPPO, 2019c）。 
 2018 年９月、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ郡の１箇所の施

設栽培のトマトから ToBRFV が初めて確認された。しかし、すべての感染及び

症状を示す植物の処分を行ったことにより定着までは至らなかった（Chitambar, 
2018; EPPO, 2019d）。 

 2018 年 11 月、ドイツのノルトラインウェストファーレン州の７箇所のトマト

生産施設（25 ha）において ToBRFV が確認された。生産施設のトマト植物の

10％が症状を示していた。また、他のトマト生産施設も感染の可能性が示唆さ

れている。これら施設内の植物の廃棄、施設の洗浄及び消毒、道具の消毒等の根

絶措置を実施し、根絶された（NPPO of Germany, 2018; EPPO, 2019a; Menzel 
et al., 2019; EPPO, 2019f; EPPO, 2019g）。 

 2019 年１月、イタリアのシシリア島のトマト生産施設（2,000 m2）において

ToBRFV が確認された。当該施設の 10％のトマトで感染が確認されたが、症状

は軽かった。他の施設の感染状況について地域内で調査を実施中である（EPPO, 
2019b）。 

 2019 年１月以降、トルコのアンタルヤ近くのデムレの２箇所のトマト生産施設

において、ToBRFV が確認された。これらの施設の総面積である 0.7ha の約 20%
で感染が確認された。今後、ToBRFV が生産上の問題を引き起こしていることが

確認されれば、管理措置を実施する必要がある（Fidan et al., 2019）。 
 2019 年４月、中華人民共和国山東省禹城市の３箇所のトマト生産施設におい

て、果実に brown rugose 症状、葉に軽微なモザイク症状を呈するトマトが確

認され、発病率は約 50％であった。これらの症状を呈するサンプルは TMV の

抗血清と反応したが、TMV に近縁の数種のウイルスの特異的プライマーを使っ

た RT-PCR では、増幅が認められなかった。このため、ToBRFV に特異的なプ

ライマーを使って RT-PCR を行ったところ増幅が認められ、ToBRFV であるこ

とが確認された（Yan et al., 2019）。 
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別紙２ 
 

Tomato brown rugose fruit virus の宿主植物の根拠 
 

学名 科名 属名 和名 英名 根拠文献 備考 

Capsicum annuum ナス科 トウガラシ属 トウガラシ 
Chili 
Pepper 

Luria et al., 2017; EPPO, 2019g  

Solanum lycopersicum
（= Lycopersicon 
esculentum） 

ナス科 ナス属 トマト Tomato 

Luria et al., 2017; Chitambar, 2018; 
NPPO of Germany, 2018; NAPPO, 
2018; Alkowni et al., 2019; EPPO, 
2019a; EPPO, 2019b; EPPO, 2019c; 
EPPO, 2019d; EPPO, 2019e;EPPO, 
2019g; Levitzky et al., 2019; Menzel 
et al., 2019 
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別紙３ 
 

Tomato brown rugose fruit virus の宿主植物に関連する経路の年間輸入検査量 
 
（１）栽植用植物 

単位（数量）：本 

植物名 生産国 
対象

国 

2016 2017 2018 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Solanum 

lycopersicum(ﾄﾏﾄ 

(地上部)) 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ×     1 120 4 2270 

  ﾍﾞﾄﾅﾑ ×         1 200 

Capsicum annuum 

var. grossum 

(PIMENTO)(ﾋﾟｰﾏﾝ) 

韓国 × 31 162960 33 156525 27 132405 

  中国 ○ 1 48         

Capsicum annuum 

var. grossum 

(SISITO)(ｼｼﾄｳ) 

韓国 ×     3 4620 1 420 

Capsicum 

annuum(ﾄｳｶﾞﾗｼ) 
ﾀｲ ×     1 1 2 23 

  ﾍﾞﾄﾅﾑ ×         1 3 

  英国 X     1 3     

  韓国 × 2 985 6 1783 8 26075 

  中国 ○ 1 1 2 22 1 1 

Capsicum(ﾄｳｶﾞﾗｼ

属) 
ｲﾝﾄﾞ × 1 2         

  ﾊﾝｶﾞﾘｰ ×         2 20 

  韓国 × 2 15         

Solanum 

lycopersicum(ﾄﾏﾄ) 
ｲﾀﾘｱ ○     1 14     

  韓国 × 107 862731 114 781134 107 725899 

  台湾 × 2 2845 4 1303 2 2176 

  中国 ○ 1 2     2 4 

 
（２）栽植用種子 

単位（数量）：kg 

植物名 生産国 
対象

国 

2016 2017 2018 

件数 数量 件数 数量 件数 数量 

Capsicum 

annuum(ﾄｳｶﾞﾗｼ ｺ

ｰﾃｨﾝｸﾞ種子) 

ｲﾝﾄﾞ ×         1 1 

  ﾁﾘ ×     1 1     

  韓国 × 1 1     2 2 

Solanum 

lycopersicum(ﾄﾏﾄ 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ種子) 

ｲｽﾗｴﾙ ○         1 1 
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  ﾀｲ ×     2 2     

Capsicum annuum 

var. cerasiforme(ﾎ

ｼﾄｳｶﾞﾗｼ) 

中国 ○ 1 1         

Capsicum annuum 

var. grossum 

(PIMENTO)(ﾋﾟｰﾏﾝ) 

ｲﾀﾘｱ ○     1 1     

  
ｲﾝﾄﾞﾈｼ

ｱ 
×     1 1     

  ｵﾗﾝﾀﾞ ○ 4 4 4 4 1 1 

  ｽｲｽ ×         1 1 

  ｽﾘﾗﾝｶ × 1 1         

  ﾀｲ × 7 588         

  ﾁﾘ × 7 26     2 2 

  ﾄﾞｲﾂ ×     1 1     

  ﾊﾝｶﾞﾘｰ × 1 1         

  
ﾊﾞﾝｸﾞﾗ

ﾃﾞｼｭ 
×         1 1 

  ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ ×     1 1     

  ﾌﾗﾝｽ ×         1 1 

  ﾍﾞﾄﾅﾑ × 17 316 6 85 1 18 

  ﾍﾟﾙｰ × 14 14 3 3 4 4 

  英国 X     1 1     

  台湾 × 7 7 6 6 7 7 

  中国 ○ 26 28 26 26 21 36 

  米国 × 3 3 1 1 2 2 

Capsicum annuum 

var. grossum 

(SISITO)(ｼｼﾄｳ) 

台湾 ×         1 18 

Capsicum annuum 

var. longum(ﾊﾟﾌﾟﾘｶ) 

ｱｲﾙﾗﾝ

ﾄﾞ 
×         1 1 

  ｶﾅﾀﾞ ×         3 3 

  ｽﾍﾟｲﾝ ×     1 1     

  ﾀｲ × 1 1         

  ﾄﾞｲﾂ ×     1 1 1 1 

  ﾊﾝｶﾞﾘｰ ×     1 1     

  ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ×         2 2 

  ﾌﾗﾝｽ × 1 1         

  ﾛｼｱ ×         1 1 

  韓国 × 1 1     1 1 

  中国 ○ 2 2         

  米国 ×         2 2 

Capsicum 

annuum(ﾄｳｶﾞﾗｼ) 

ｱｲﾙﾗﾝ

ﾄﾞ 
×     1 1 2 2 

  ｱﾙﾒﾆｱ × 3 3         

  ｲｽﾗｴﾙ ○ 10 11 3 3 5 5 

  ｲﾀﾘｱ ○ 45 45 3 3 6 6 
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  ｲﾝﾄﾞ × 8 551 26 703 20 399 

  
ｲﾝﾄﾞﾈｼ

ｱ 
× 3 3 16 40 4 4 

  ｳｸﾗｲﾅ ×         1 1 

  
ｵｰｽﾄﾗﾘ

ｱ 
× 3 3 4 4 8 8 

  ｵｰｽﾄﾘｱ × 1 1         

  ｵﾗﾝﾀﾞ ○ 50 50 50 50 44 44 

  ｶﾞｰﾅ ×         1 1 

  
ｶｻﾞﾌｽﾀ

ﾝ 
×         1 1 

  ｶﾅﾀﾞ × 3 3     4 4 

  ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ × 2 2 2 2 2 2 

  ｷﾌﾟﾛｽ ×         1 1 

  ｷﾞﾘｼｬ ○     1 1 1 1 

  ｸﾞｱﾃﾏﾗ × 1 1 1 1 2 2 

  ｸﾞｱﾑ ×         1 1 

  ｸﾛｱﾁｱ × 1 1 1 1 2 2 

  ｼﾞｬﾏｲｶ ×         1 1 

  ｽｲｽ ×     2 2 2 2 

  ｽﾍﾟｲﾝ × 26 26 46 46 31 31 

  ｽﾘﾗﾝｶ × 1 5 8 9 11 14 

  ｾﾙﾋﾞｱ ×         1 1 

  ﾀｲ × 140 348 141 1457 133 1064 

  ﾁｪｺ ×     6 6     

  ﾁﾘ × 70 73 17 17 38 38 

  ﾃﾞﾝﾏｰｸ × 124 133 33 34 36 37 

  ﾄﾞｲﾂ × 5 5 20 20 16 16 

  
ﾄﾞﾐﾆｶ共

和国 
×         1 1 

  
ﾄﾘﾆﾀﾞｰ

ﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ 
×     1 1     

  ﾄﾙｺ ○     2 2     

  ﾈﾊﾟｰﾙ × 33 33     2 2 

  ﾊﾜｲ ×         1 1 

  ﾊﾝｶﾞﾘｰ × 3 3 3 3 3 3 

  
ﾊﾞﾝｸﾞﾗ

ﾃﾞｼｭ 
× 2 2 2 2 5 8 

  ﾌｨﾘﾋﾟﾝ × 4 4 2 2 9 9 

  ﾌﾞﾗｼﾞﾙ × 8 28 20 39 22 72 

  ﾌﾗﾝｽ × 7 7 5 5 4 4 

  ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ ×     2 2 13 13 

  ﾍﾞﾄﾅﾑ × 86 835 97 247 150 273 

  ﾍﾟﾙｰ × 49 84 25 27 52 73 

  ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ×     2 2 1 1 

  ﾏﾚｰｼｱ ×     1 1 1 1 

  ﾐｬﾝﾏｰ × 11 11 9 9 1 1 
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  ﾒｷｼｺ ○ 8 8 13 13 11 11 

  ﾘﾄｱﾆｱ × 2 2         

  ﾛｼｱ ×         1 1 

  英国 X 22 23 26 26 7 7 

  韓国 × 55 219 30 39 42 43 

  香港 × 1 1     1 1 

  台湾 × 21 22 19 46 34 42 

  中国 ○ 254 5606 328 861 278 2987 

  日本 × 2 2         

  不明 × 1 1         

  米国 × 76 86 194 198 102 107 
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参考 

 
種子の検定を実施する場合の粒数の考え方について 

 
１ 検査用主試料の抽出方法（１次抽出） 

ISTA が定める国際種子検査規程の抽出方法（ISTA Rules 2019 Chapter 2: Sampling）（ISTA, 
2019）に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に検査用の主試料を抽出し、その中から、以

下の検定用試料として規定の数量を抽出する。 
 
２ 検定用試料の抽出方法（２次抽出） 

検定用試料については、ISTAの抽出方法に準拠した方法で、国際基準No. 31「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（２）参照。）。 
 

𝑛 = −
𝑙𝑜𝑔 （1 − 𝛽）

𝑝
 

 
n：抽出量 
β：検出確率（信頼度） 
p：限界不良植物率（不良率の上限） 

 
 

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。 
 
（１）通常ロットの種子検定対象の２次抽出量(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, 2019）等の検定プロトコール等の国内外の検

定方法の諸情報等を総合的に考慮し、種子検定のための２次抽出量(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1000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4,606粒／ロット要することとする。 
なお、検出確率99％は、オーストラリアも採用している（Australian Government, 2017）。 
 

 検出確率(β) 
限界不良植物率 (p) 

（暫定値） 
２次抽出量(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 

 
＜ToBRFVについての検定用抽出量の検討詳細＞ 
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ToBRFVの検定粒数や種子感染率(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、ToBRFVの場合の検定のための数量は、下記（２）で示す同一の荷口当たりの種

子数が少ない場合（小ロット）以外は、その同一の荷口当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。 
 
（２）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（同一の荷口当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こ

とが困難な場合）の２次抽出量については、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（１）で計算した２次抽出量の値が、検出対象の同一の荷

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

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粒未満 

 
よって、ToBRFVの宿主植物の種子については、小ロットの場合、ロット当たりの数量が約

46,000粒未満の場合、10％抽出することとする。 
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