
緒　　　言

　輸入植物の種類、輸出国の増加や国際流通の迅速化など
に伴い、国内に発生していない新たな病害虫が侵入するリス
クが増大しており、植物検疫の重要性が高まっている。また、
国際植物防疫条約（IPPC）において、科学的な根拠に基づくリ
スク評価の結果に従って植物検疫措置を設定することが規定
されている。このため、農林水産省では新たに侵入するおそ
れがある病害虫について、病害虫リスクアナリシス（Pest Risk 

Analysis： PRA）の結果に基づき輸入植物検疫の対象とする
病害虫（検疫有害動植物）を明確化し、これに対し適切な検疫
措置を適用することにより、リスクに応じた輸入植物検疫制度
を構築することとしている。

　また、PRAに関する国際的なガイドラインとして、IPPCに
基づき作成される植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）が
ある。PRAに関しては、ISPM  2 （2007）によりPRAのフレー
ムワークが提供され、また、ISPM 11 （2004）ではPRA実施
のためのリスク評価のプロセスや管理措置の選択肢について
詳細に記述されている。
　今回、植物防疫所では、これらPRAに関する国際基準に
準拠しつつ、一部に独自の工夫を加えて、海外から我が国に
輸入される農林産物に付着し侵入する可能性のある病害虫に
対する適切なリスク管理措置の特定を目的としたPRAの手法
を作成したので、その概要を紹介する。なお、作成したPRA

手法の詳細については植物防疫所ホームページ（下記URL）で
公表しているので、これを参照されたい。

我が国の植物検疫における病害虫リスクアナリシス手法の紹介と実施例
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Abstract: Pest Risk Analysis (PRA) is the process of evaluating scientific and economic evidence 
to determine whether a pest should be regulated as a quarantine pest and what phytosanitary 
measures should be taken against it.  The Japanese approach to PRA was developed in accordance 
with the International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM 11).  PRA elements of the 
Japanese approach are grouped into two major components, 'Probability of entry' and 'Magnitude 
of potential impact on agricultural product'.  Pest risk is quantitatively estimated based on both 
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evaluating pest risk and determining appropriate management options to reduce the pest risk. 
Additionally, it introduces the result of PRA on Pepino mosaic virus.  It assessed that the pest risks 
of nursery stocks, seed bulbs and seeds, as pathways for this virus, were all 'High'.  Japan requests 
exporting countries where this virus is present to implement phytosanitary measures selected from 
possible management options which could be applied to mitigate the identified pest risks in each 
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作成した手法の概要

I. PRA手法の特徴
　本手法は、病害虫を開始点としたPRAを実施することがで
き、病害虫が関連する経路（pathway：病害虫の入り込み又は
まん延を許すあらゆる手段）ごとの管理措置を提案できる。具
体的には、海外からの輸入農産物に付着する病害虫について、
国内にまん延した場合にリスクがあるものとそうでないものを
判別する。さらに、リスクがあるとされた病害虫についてはリ
スクの大きさに応じて、関連する全ての経路を栽培用種子や
消費用生植物のように使用目的（用途）別に大くくりにした包括
的な経路に対する管理措置が特定される。
　また、これまで我が国におけるPRAは定性的手法であり、
これは病害虫リスクの大きさを的確に表しているとは言えず、
そのために以前より定量的手法の開発が求められてきた。今
回作成したPRA手法では、オーストラリア式雑草評価モデル
を日本へ適用した際の西田（2009）の方法を応用し、これまで

定性的に示されてきた病害虫リスク水準を数値で示すことが
可能となった。

II. 病害虫リスクの考え方
　本手法では、リスクは影響の大きさと可能性の積であるとい
う一般的な考え方を採用している（木下, 2006）。また、ISPM

のガイドラインでは、入り込みの可能性、定着の可能性、ま
ん延の可能性及び経済的重要性の4つの小評価項目を「入り込
み、定着及びまん延の可能性」と「経済的重要性」の2大項目に
分けて病害虫リスクを判断することが示されている。一方、本
手法では上記の4つの小項目を基本とした上で、病害虫の海
外からの移動を評価する「入り込みの可能性」を大項目として独
立させた。水際で実施される輸入検疫（管理措置）は、入り込
みの可能性を低減させる行為であり、項目を独立させたことで、
管理措置の検討の際に輸入検疫で重視すべき点がより明確に
なることが期待できる。そして、残りの3つの小項目を日本に
その病害虫がまん延した時に想定される被害の大きさを評価
する「農業生産等への影響」という一括した大項目に組み替え
た（Fig. 1）。
　上記から、本手法における病害虫リスクは、「農業生産等へ

Fig. 2.  Risk estimation matrix.  A pest risk is estimated using this matrix based on the Probability of entry and the Magnitude of potential 
impact on agricultural products.  'Negligible risk' represents Japan's ALOR (Acceptable Level of Risk).

Fig. 1.  Comparing components between the Japanese approach to PRA and PRA of the ISPM.  PRA elements of the Japanese approach are 
grouped into two major components, 'Probability of entry' and 'Magnitude of potential impact on agricultural products'.
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Table 1.  Risk factors and scoring system in PRA of Japan

の影響」と「入り込みの可能性」の2大評価項目で判断すること
とした。2大評価項目は、それぞれの小項目の評価結果に応じ
てそれぞれ「高い、中程度、無視できる」の3段階の評価結果
が割り当てられる。リスク評価の結論は、これら2つの評価結
果を概念的に掛け合わせたリスクマトリックスにより決定され
る（Fig. 2）。

III. リスク評価基準
　評価基準は、生態や被害等、病害虫に関する18の質問で
構成される。各質問は1～5点で得点化され、侵入した際の被
害が大きいほど、また、侵入しやすい病害虫ほど高い得点と
なるよう配点がされている。
　評価に関する質問の内容はISPM 11 （2004）に示されてい
る入り込みの可能性、定着の可能性、まん延の可能性及び経
済的重要性に関する評価要素のうち、幅広い生物種に共通し

てみられる性質で、かつ文献調査等で情報が入手しやすい要
素から選定した（Table 1）。

IV. 管理措置とリスク水準の考え方
　病害虫リスク評価の結論に基づいて、管理措置の要否及び
管理措置が必要とされた場合その強さが特定される。本手法
では管理措置の要否を判断するリスク水準を、本来管理措置
が必要なものを誤って検疫有害動植物に該当しないもの（非検
疫有害動植物）と判断することなく、かつ、本来検疫措置が
不要なものを誤って検疫有害動植物と判断する可能性が最少
となるような水準と定義し、リスクマトリックスの「低い」と「無
視できる」の間に設定した（Fig. 2 参照。許容可能なリスク水準：
Acceptable Level of Risk）。
　病害虫リスクがリスク水準より低い場合、リスクは受け入れ
可能と考え管理措置は不要と判断される。一方で、リスク水
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準よりも高い場合は、国内にまん延した場合の影響が無視で
きないと判断され、病害虫リスクの大きさを考慮して措置の強
さが決定される（Table 2）。
　ここで、リスク水準の設定には、オーストラリア式雑草評価
モデルを日本へ適用した際の西田（2009）の方法を応用した。
国内に存在する侵入病害虫190種について11名の専門家が農
業生産等への影響と入り込みの可能性の２つの観点で「高い、
中程度、無視」の3段階で病害虫リスクを判断し、これを侵入
病害虫のリスクとして、PRA手法の評価点が専門家の判断を
最もよく再現し、かつ、前述のリスク水準の定義を満たすよう
基準を設定した。基準の設定のための分析には、スクリーニ
ング手法の能力を調べる際に使用されるReceiver Operating 

Characteristic （ROC）分析法を用いた。

V. 情報の収集及び整理
　PRA実施者は、対象となる病害虫について、PRAに必要な
情報を出来るだけ広い範囲から収集する。次に、収集した情
報の内容を精査し、必要な情報を病害虫ごとに整理及び統合
して記録保存する。
　なお、主な情報源として以下のような科学的情報を用いる。
　①過去に行ったPRA報告書
　②書籍や定期刊行物のような公開された学術文献
　③ 病害虫に関するデータベース（CABI/CPC 、EPPO/PQR

等）
　④国内農作物に関する各種データ（作物統計等）
　⑤植物検疫統計
　⑥諸外国が作成したPRA報告書
　⑦WTO/SPS通報
　⑧専門家の知見

VI. PRAの手順
　本手法を用いたPRAはFig. 3に示す手順で行われる。本
手法は、ISPM のガイドライン（ISPM 2：2007及びISPM 11：
2004）に準拠して、①PRAの開始、②リスク評価、③リスク
管理の3つのステージで構成している。また、全てのステージ
を通して、利害関係者と意見交換を行うリスクコミュニケーショ

ンを実施することが重要となる。

1. PRAの開始
　PRA を開始する最初の段階で、PRA 実施の理由を明らか
にし、対象となる病害虫やそれが付着してくる可能性のある経
路、PRA地域を特定する。ただし、経路が存在しない場合、
PRAはここで終了となる。

2. リスク評価
（1） 病害虫の類別
　このプロセスでは、ISPMのガイドラインに従った評価を実
施する前に、ISPMで規定する検疫有害動植物の定義を満た
しているかを判断するため、対象の病害虫について、正確な
分類や日本における発生の有無、系統調査、ベクターによる
媒介性等を調査する。定義のいずれかに該当する病害虫は潜
在的検疫有害動植物と判断される。一方、定義を満たさない
とされた病害虫についてはここでPRA終了となる。

（2） 農業生産等への影響及び入り込みの可能性の評価
　評価の手順は、「農業生産等への影響」から評価を実施し、
国内に侵入した場合の影響が無視できないと判断された場
合、次に「入り込みの可能性」の評価を実施することとした。
　農業生産等への影響は、病害虫の定着及びまん延の可能
性並びに経済的重要性の3つの項目で構成され、各項目は5点
満点で評価点が与えられ、最終的に3項目の評価点の積より「高
い、中程度、無視」のいずれかに結論付けられる。入り込み
の可能性は、病害虫が付着あるいは寄生し、日本に持ち込ま
れる可能性のある経路ごとに評価を実施し、4つの設問の平均
点から同様に「高い、中程度、無視」のいずれかに結論付けら
れる。

（3） 不確実性の記録
　PRAの評価は、実際に病害虫が発生している地域での情
報を用いて、PRA地域でのリスクを推定する行為であり、評
価の結果には多くの不確かさが含まれることになる。そのため
情報の不足や不正確さ、それに伴う評価の主観的な判断等を
記録し、専門家からの新たな知見が得られた場合は評価結果
を見直すことになる。

Table 2.  Phytosanitary measure corresponding to pest risk
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Fig. 3.  The process of the PRA.  This PRA process is according to the International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM), including 
ISPM 2 and ISPM 11.
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（4） 病害虫リスクの特定
　農業生産等への影響と入り込みの可能性の評価結果に応じ
て「高い、中程度（入り込みの可能性が高い）、中程度（農業生
産等への影響が高い）、低い、無視できる」のいずれかに決ま
る。また、入り込みの可能性の評価は経路ごとに実施される
ため、経路の数だけ病害虫リスクが特定される。

3. リスク管理措置
（1） 管理措置の要否
　リスク評価の結果、病害虫リスクが無視できないとされた経
路について引き続き管理措置を検討する。病害虫リスクが無
視できるとされた経路についてはここでPRA終了となる。

（2） 管理措置案の選択肢のリスト化
　病害虫リスク、病害虫の性質、寄主植物の特徴等を踏まえ、
想定される措置案の選択肢をリスト化する。その際、次の情
報が参考とされる。
　①既存の植物検疫措置
　②諸外国において実施している措置
　③国際基準に示される措置
　④論文等から得られた新たな知見

（3） 有効性と実行可能性の評価
　リスト化された措置案について有効性と検疫現場での実行
可能性を評価する。ここで、リスクを許容できるレベルまで軽
減できる有効な措置案がないと評価された場合は、リストを
見直し、より強い措置を加えて再検証する。

（4）管理措置の特定
　最終的に有効かつ実行上問題がない措置の中から、最も貿
易制限的でない管理措置が特定されることになる。ここで示
される措置は単独の措置だけでなく複数の措置の組み合わせ
の場合もある。

PRA実施事例の紹介

　本手法を用いて2013年にPRAを実施した病害虫の評価結
果をTable 3に示した。本稿ではその中から、ペピーノモザイ
クウイルス1） （Pepino mosaic virus： PepMV）のPRA実施事
例を管理措置案も併せて紹介する。

I. PRAの開始
1．背景
　PepMVは南米ペルーが原産とされる植物病原ウイルス
で、主にナス科、キク科 等を宿主植物とし（CABI, 2012; 

Papayiannis et al., 2012; David, 2005; Córdoba et al., 

2004 ）、感染したトマト生果実では品質が低下し商品価値を

損なう事が知られている（CABI, 2012; Mumford and Jones, 

2005）。
　本種は1999年に欧州（オランダ及び英国）においてトマト栽
培施設で発生が確認されて以来、急速に北米、南米等に分
布を拡大しており、トマト生産における経済的被害が懸念さ
れている（Van der Vlugt et al., 2000; EPPO, 2000; Spence 

et al., 2006; CABI, 2012）。そのため、未発生国であるオー
ストラリア、ニュージーランド及びインドではPepMVに対する
検疫措置を適用しており（DAFF, 2014; WTO, 2012; PQOI, 

2009）、日本も本種の侵入を未然に防ぐために適切な植物検
疫措置を講じる必要があると考えたことからPRAを実施した。

2．開始の結論
　Pepino mosaic virus （PepMV）を開始点とし、本種の発
生国から輸入される①栽培用の苗・穂木、②栽培用球根類、
③栽培用種子、④切花・野菜、⑤食用種子類を経路とした、
日本全域をPRA地域としたPRAを開始する。

II. リスク評価
1． 病害虫の類別
　PepMVは、日本国内で未発生である。また、日本には宿
主植物であるトマト、なす等が栽培されている（農林水産省, 

2007）。このことから本種は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があり、潜在的検疫有害動植物
であると判断した。

2． 農業生産等への影響
　以下に示した定着の可能性、まん延の可能性及び経済的重
要性の各評価から、PepMVが日本にまん延した場合に想定
される農業生産等への影響は「高い」と評価した。得点の計算
方法及び評価結果の基準はTable 1を参照されたい。

（1） 定着の可能性（5点/5点）
　日本にはトマト、なす等PepMVの宿主植物が広く栽培され

（農林水産省, 2007）、トマト等は施設栽培の発達により周年
栽培されている。また、本ウイルスは世界的に急速に分布を広
げていることが知られている。これらのことから、日本のある
地域に入り込んだPepMVが、日本に存在する宿主植物を利
用して定着する可能性は5点と評価した。

（2） まん延の可能性：（4.25点/5点）
　PepMVは、日本にも存在するセイヨウオオマルハナバチに
よる媒介、健全植物との接触により感染が拡大することが知
られている（CABI, 2012）。また、感染した苗や種子が人によっ
て運ばれることによって感染が広がる（CABI, 2012）。これら
のことから、定着したPepMVが、日本に広くまん延する可能

1） ペピーノモザイクウイルスの生物学的情報
学名（Acronym）：Pepino mosaic virus （PepMV）
宿主植物：トマト、ばれいしょ、ペピーノのほかキク科、ヒユ科等
発生国：中国、シリア、ヨーロッパ全域、南アフリカ、北米、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ
伝搬方法：虫媒伝搬（マルハナバチの一種）、接触伝搬、土壌伝搬、水媒伝搬、種子伝搬
病徴：トマトに感染すると生果実のモザイク症状や成熟の遅延、ジャガイモの場合は葉にモザイク症状など、ペピーノでは、葉にモザイク症状、
ひだ葉症状などが現れる。
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性は、4.25点と評価した。
（3） 経済的重要性：（5点/5点）
　PepMVに感染したトマトでは、生果実のモザイク症状によ
る商品価値の低下や成熟の遅延を引き起こす（CABI, 2012）。
ばれいしょでは、葉にモザイク症状又はモットル症状を引き起
こすことが知られる（Mumford and Jones, 2005）。また、宿
主植物であるトマト、ばれいしょ、なす等の農産物産出額の
合計は約3,900 億円であり、日本の重要農作物である（農林水
産省統計部提供, 一部未公表データを含む）。オーストラリア
等では本ウイルスを重要視しており検疫の対象としている。こ
れらのことから、PepMVが日本に発生しまん延した場合に想
定される農産物への経済的な影響は5点と評価した。

3．入り込みの可能性
　感染植物、伝播様式等の情報よりPepMVが日本に入り込
む経路として5経路が特定され、各経路における入り込みの可
能性を次のとおり評価した。得点の計算方法及び評価結果の
基準はTable 1を参照されたい。
　①栽培用の苗・穂木：高い（5点/5点）
　②栽培用球根類：高い（5点/5点）
　③栽培用種子：高い（5点/5点）
　上記①②③の経路は栽培に使用される植物であり、通常
原産地で感染したPepMVが不活化するような処理は受けな
い。また、PepMVが潜在感染していた場合、病徴が確認で
きないことから、生産及び出荷段階で取り除かれることなく日
本まで到着する。日本に到着後も感染植物は栽培地に運び込
まれ、ほ場で栽培されることから入り込みの可能性は5点と評
価した。
④切花・野菜：無視できる
　この経路は、生鮮植物であり原産地で感染したPepMVが
不活化するような処理は受けない。また、PepMVが潜在感染
していた場合、病徴が確認出来ないことから、生産及び出荷
段階で取り除かれることなく日本まで到着する。しかし、切花・
野菜は、感染したPepMVが国内の宿主植物までたどり着く前
にほぼ全てが消費又は廃棄されることから、入り込みの可能
性は無視できると評価した。
⑤食用種子類：無視できる
　この経路は、PepMVが潜在感染していた場合、病徴が確
認できないことから、生産及び出荷の段階で取り除かれるこ
となく日本まで到着する。しかし、食用種子は、ほとんどが
野外に持ち出されることなく、感染したPepMVが国内の宿主
植物までたどり着く前にほぼ全てが消費又は廃棄されること
から、入り込みの可能性は無視できると評価した。

4．リスク評価の結論
　農業生産等への影響及び入り込みの可能性の評価結果か
ら、各経路におけるPepMVの病害虫リスクは次のとおり結論
付けられた。
　①栽培用の苗・穂木を経路とした病害虫リスク：高い
　②栽培用球根類を経路とした病害虫リスク：高い
　③栽培用種子を経路とした病害虫リスク：高い

　④切花・野菜を経路とした病害虫リスク：無視できる
　⑤食用種子類を経路とした病害虫リスク：無視できる

III. リスク管理措置
1． リスク管理措置の要否
　リスク評価の結果、PepMVは①栽培用の苗・穂木、②栽
培用球根類及び③栽培用種子を経路とした場合のリスクは「高
い」であり、リスク管理措置が必要と判断された。一方、④切
花・野菜及び⑤食用種子類を経路とした場合のリスクは「無視
できる」とされたためリスク管理措置は不要とされた。

2． リスク管理措置の結論
　PepMVの入り込みの可能性を許容できるリスク水準まで低
減させるための各経路におけるリスク管理措置として次のとお
り特定した。
①栽培用の苗・穂木及び②栽培用球根類
　PepMVの栽培用苗・穂木及び栽培用球根類を経路とした
場合の病害虫リスクは高いと評価されたため、輸出国にリスク
低減措置を求めることが妥当である。現時点で得られている
科学的知見に基づく検討の結果、栽培期間中に病徴を示すト
マト、ばれいしょ及びペピーノでは、目視による栽培地検査に
加えて、栽培中又は輸出前に精密検定を行うことでリスクを効
果的に低減できる。また、同等の措置として、病害虫無発生
生産地の指定も有効とした。栽培用球根類については、輸入
後一定期間の隔離栽培も有効である。
　一方で、ヒユ属等上記以外の植物の場合PepMVに感染し
ても病徴を現さないことから（CABI, 2012; Papayiannis et 

al., 2012; David, 2005; Córdoba et al., 2004 ）、栽培中又は
輸出前に精密検定を行うことで病害虫リスクを効果的に低減
できると考える。また、同等の措置として、病害虫無発生生
産地の指定も有効とした。
③栽培用種子
　PepMVの種子伝搬はトマトでのみ知られていることから

（CABI, 2012）、対象となる経路はトマト種子である。また、
本ウイルスの種子を経路とした場合の病害虫リスクは高いと評
価されたため、輸出国にリスク低減措置を求めることが妥当で
ある。現時点で得られている科学的知見に基づく検討の結果、
感染トマトは栽培期間中に病徴を示すが、栽培条件や品種等
により病徴が現れない場合もあるため、栽培地における目視
検査に加え栽培中の母本に対する精密検査又は輸出時の種
子に対する精密検査を実施することにより病害虫リスクを効果
的に低減させることができると判断した。また、同等の措置と
して、病害虫無発生生産地の指定も有効とした。

今後の展開

　本稿で紹介した手法は、輸入農産物を経路とする国内未発
生の病害虫に対してのみ有効である。一方で、重要な病害虫
が国内で新たに発生した際、防除措置の要否とその内容を検
討するためのリスクアナリシス手法（国内版PRA）の開発が急
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務とされている。
　現在、農林水産省が推進するレギュラトリーサイエンス新技
術開発事業において、国内に侵入した病害虫に対する管理措
置を提案するための分析手法開発を実施中である。この中で、
理論疫学を用いた定着・まん延予測や、費用便益分析による
経済評価の手順を策定中である。将来的には、国内版PRA

と本PRAとを統合することも視野に入れており、完成後は利
用の幅が広がるものと期待される。
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