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Ⅰ Plum pox virusに関する病害虫危険度評価の開始
１ 開始

我が国の一部地域で発生が確認された Plum pox virus（以下、PPVと表記。）について、
当該発生地域（PPV 発生地域）から未発生地域への宿主植物（ウメ、モモ、ネクタリン
等の Prunus 属のほか自然感染することが確認されている植物。）及びその一部を移動する
際、特別な検疫措置を講じないと仮定した場合の PPVの危険度を評価し、危険度管理（検
疫措置）が必要か否か判断するため、病害虫危険度評価を開始する。

なお、現在、国内の発生地域（東京都青梅市など）で行われている試験研究による PPV
の宿主植物の範囲を確認する調査の結果等において、新たな知見が得られた場合には、病

害虫危険度評価の見直しを検討することとする。

２ 対象となる経路

PPV 発生地域から未発生地域へ宿主植物を移動する場合の PPV の想定される経路を以
下のとおり特定し、これらについて危険度評価を実施する：(a)栽培用の苗木、穂木、台

木（以下、「栽培用植物」という。）、(b)観賞用の切花（以下、「切花」という。）、(c)生

果実、(d)種子、(e)伐採された樹（防除のために伐採された PPV感染樹を想定。ただし、
完全に枯死して再生・萌芽しないものを除く。以下同じ。）

３ 病害虫危険度評価地域

PPV発生地域を除いた日本全域とする。

４ 危険度評価の基準

我が国の PPV 発生地域から未発生地域へのまん延の危険度評価は「侵入（入り込み 及

び定着）の可能性」、「まん延の可能性」及び「経済的重要性」の３項目について行い、

それぞれの評価項目について「極めて高い」、「高い」、「中程度」、「低い」、「極めて低い」

及び「無視できる」の６段階で評価した。また、「無視できる」と評価した場合は、それ

以降の評価を中止した。なお、評価は「評価基準」に従って実施した（別 添）。

Ⅱ PPVの危険度評価
１ PPV未発生地域への侵入（入り込み及び定着）の可能性
（１）入り込みの可能性

経路として特定した(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実、(d)種子、(e)伐採された

樹について経路ごとに入り込みの可能性について検討した。

① PPV発生地域内において PPVが経路に感染している可能性
(a)栽培用植物：PPV 発生地域内で栽培されている宿主植物は PPV に感染してる可能性
が極めて高く、それらを母樹として育成された栽培用植物（苗木、穂木、台木）も PPV
に感染してる可能性が極めて高い。また、PPV はアブラムシによって媒介されるこ
とから(Krczal and Kunze 1972; Leclant 1973)、育苗園内で本病が発生した場合、園内
に容易にまん延し、苗木が感染する可能性は極めて高い。

(b)切花：切花の栽培・管理は、栽培用植物と異なるところはないため、PPV 発生地域
内で生産されるものが PPVに感染している可能性は極めて高い。

(c)生果実：PPV感染樹に結実する生果実も感染し、輪紋や斑点などの病徴を現す(Llácer



- 2 -

2006)。このため、PPV 発生地域で栽培される生果実が本病に感染している可能性は
極めて高い。

(d)種子：PPVは種子伝染したとの報告はないことから(Pasquini and Barba 2006)、種子が
PPVに感染している可能性は無視できる。

(e)伐採された樹：伐採された PPV 感染樹は、しばらくの間は感染性を有する。したが
って、PPVに感染している可能性が極めて高いと評価する。

結論：(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実、(e)伐採された樹が PPV 発生地域内におい
て本病に感染してる可能性は極めて高い。(d)種子については感染の可能性を無視

できることから、以降の評価を中止する。

② 輸送又は保管中に生き残る可能性

PPV 発生地域内で生産された(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実、(e)伐採された
樹は枯死・腐敗することなく短期間のうちに未発生地域へ輸送されうる。このことから、

当該植物組織での PPV の生存に何ら影響を与えることはないと考えられ、輸送又は保
管中に PPVが生き残る可能性は極めて高い。

結論：(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実、(e)伐採された樹において PPV が輸送・保
管中に生き残る可能性は極めて高い。

③ 既存の病害虫管理手続きに耐えて生き残る可能性

PPV は、葉、花及び果実に退緑斑、輪紋、奇形などの病徴を現すが、感染する植物
の種類（品種）、発症部位や季節により病徴の程度は異なり、また感染初期では無病徴

である。特に栽培用植物の移動は休眠期に行われるため、病徴による PPV 感染の有無
を確認することは困難である。このため、栽培地、集荷地での管理をすり抜けて、PPV
に感染した(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実及び(e)伐採された樹は未発生地域へ出

荷（移出）されうると考えられる。このことから、既存の病害虫管理手続きに耐えて生

き残る可能性は極めて高い。

結論：(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実及び(e)伐採された樹において PPV が既存の
病害虫管理手続きに耐えて生き残る可能性は極めて高い。

④ 未発生地域への入り込み後、宿主植物に感染する可能性

前項までに特定した４つの経路、すなわち(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生果実及び(e)

伐採された樹において PPV が存在し、輸送・保管中に死滅することなく、未発生地域
に入り込む可能性があると評価した。本項では未発生地域に輸送された後各経路から宿

主植物に感染する可能性について検討する。

(a)栽培用植物：PPV の伝搬は、感染した栽培植物の移動、感染植物から採った穂木を
健全植物に接ぐ方法及びモモアカアブラムシなどの媒介昆虫によって非永続的に伝搬

されることが知られている(Krczal and Kunze 1972; Leclant 1973)。
未発生地域へ持ち込まれた栽培用植物（苗木、穂木、台木など）は、それが汚染源

となって接ぎ木等の繁殖作業又はアブラムシなどの媒介昆虫によって周囲の健全宿主

植物に感染する可能性が極めて高い。

(b)切花：PPV 発生地域から未発生地域へ出荷された切花は、通常は観賞・消費用に購
入され室内に飾られる。また、PPV 発生地域では Prunus 属切花（ウメ、ハナモモな
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ど）の出荷時期は通常１月から３月頃と考えられる。これらの切花は、PPV 媒介虫
であるモモアカアブラムシの主寄主※）であり、休眠芽の付近に越冬卵が付着してい

る可能性はある。しかし、これらの越冬卵からふ化したアブラムシが当該切花上で発

育し、数世代を繰返すものの飛散型の有翅虫が産出されるまでにはその用途を終える。

そのため、切花上で発育した有翅虫が飛散して感染原となる可能性は極めて低いと考

えられる。

なお、切花栽培地では媒介昆虫の中間寄主である野菜類（キャベツ、ダイコン、ハ

クサイなど）上で越冬した胎生雌から冬季にも有翅虫が出現することがあるが、その

ピークは切花出荷時期を終えた４月以降であるため、当該有翅虫が、観賞・消費用に

栽培されている切花に飛来する可能性は極めて低いと考えられる（高橋・宗林、1961

；田中、 1976）。

また、アブラムシによる PPV 伝搬は非永続伝搬であるため、感染植物で吸汁した
アブラムシが直後に移動した植物が PPVの宿主植物でなければ、伝搬は起こり難い。
以上のことから、切花に付着していたアブラムシが出荷先で分散したり、また出荷

先でおいて切花に飛来・吸汁するアブラムシが野外の健全宿主植物にたどり着いて、

PPV を感染させる可能性は無視できると評価する。なお、東京都からの情報によれ
ば、青梅市からウメ切り花の商業的な出荷はない。

しかしながら、観賞用の切花（切枝、剪定枝を含む。）であっても、穂木など「栽

培用植物」に転用できる場合にあっては、栽培用植物である穂木等と同様に PPV が
感染する可能性は極めて高いと考えられることから、このことについては「４ 不確

実性を伴う事項」の項に記載することとする。

※）「主寄主」とは、季節的に寄主植物を変える（寄主転換をする）アブラムシ群が、秋から春にかけ

て寄生する寄主のこと。一次寄主、冬寄主ともいう。一方、初夏から秋にかけて寄生する寄主は、

中間寄主、あるいは二次寄主、夏寄主という。

(c)生果実：PPV発生地域から未発生地域へ出荷された生果実は、通常食用に供される。
これに伴う残渣は廃棄物（家庭ゴミ）として処分される。Gildow (2004）及び Labonne
and Quiot（2001）は、PPV 感染生果実からアブラムシによって健全宿主植物への感
染について実験を行っている。実験の結果から、アブラムシによって生果実から健全

宿主植物への感染の可能性を示唆しているが、いずれも自然条件下では通常は起こる

とは考えられない条件下での結果であり、生果実から健全宿主植物への感染の可能性

は無視できると評価した。

なお、米国、EU、NZ、韓国でも PPVに関しては生果実についての規制は無い。
（詳細な検討は別紙１を参照のこと）

(e)伐採された樹：PPV 発生地域で伐採された樹皮付き木材を即座に未発生地域へ持ち
出す場合、枝葉に付着したアブラムシが移動中、移動先で飛散し PPV を伝搬する可
能性があるため、健全宿主植物への感染の可能性は極めて高い。

結論：特定された経路のうち、(a)栽培用植物及び(e)伐採された樹を経路として健全宿主

植物に感染する可能性が極めて高いと評価した。(b)切花及び(c)生果実に感染する

可能性は無視できると評価した。(b)切花及び(c)生果実は以降の評価を中止する。

（２）定着の可能性

PPV は日本の主要な農業地域においては発生が認められていないが一部地域に発生
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していることから、国内の PPV 未発生地域においても同様に定着する可能性は極めて
高いと考えられる。

日本では、モモが10,100ヘクタール、スモモが3,020ヘクタール、ウメが17,400

ヘクタール栽培されており栽培地は全国に分布している（農林水産省統計情報部,

2008）。したがって、PPVが定着する可能性は極めて高いと評価する。

２ PPV未発生地域におけるまん延の可能性
PPVは苗木の人為的な移動や接ぎ木により分布を拡大した(Diekmann and Putter 1996)。

また、アブラムシにより非永続的に伝搬される(Krecazl and Kunze 1972; Leclant 1973)。さ
らに、日本には栽植又は自生している宿主植物が多く、連続的に分布していることから、

定着後周囲にまん延する可能性は極めて高いと評価する。

侵入の可能性及びまん延の可能性の評価

「侵入の可能性」及び「まん延の可能性」はそれぞれ独立した事象として評価して

きた。これらを総合すると、侵入及びまん延の可能性の評価は以下の通りとなる。

(a)栽培用植物：「極めて高い」、(e)伐採された樹：「極めて高い」。

３ 経済的重要性

PPV の宿主植物は我が国に広く栽培されており、多くの果樹が直接その被害を受け、
海外の文献では甚大な被害を出すと報告されいる(CABI 2007)。また、宿主植物は我が国
の主要な果樹である。したがって、経済的重要性は極めて高い（別紙２を参照のこと）。

４ 不確実性を伴う事項

「１ PPV 未発生地域への侵入（入り込み及び定着）の可能性」の「（１）入り込みの
可能性」の「④ 未発生地域への入り込み後、宿主植物に感染する可能性」の項の「 (b)

切花」においては、「切花」が通常「観賞・消費用」として用いられることを前提として、

未発生地域の健全宿主植物に PPVを感染させる可能性は無視できると判断した。
しかし、Prunus 属の「切花（切枝、剪定枝を含む。）」は穂木として「栽培用植物」へ

の転用が十分に可能であり、転用された場合には、健全植物に PPV を感染させる可能性
は極めて高いと考えられる。このような転用が起こる頻度については不明であるが、転用

が不可能でない場合には「栽培用植物」に準じた取り扱いとする必要がある。

５ 病害虫危険度評価の結論

病害虫危険度は、「侵入及びまん延の可能性」及び「経済的重要性」の評価に基づき、

危険度管理の要否として、評価した。

PPV 発生地域から未発生地域への経路として特定した(a)栽培用植物、(b)切花、(c)生
果実、(d)種子、(e)伐採された樹に関する病害虫危険度評価は下表のとおりである。

(a)栽培用植物及び(e)伐採された樹を経路として PPV 未発生地域への侵入・まん延を
防ぐため、危険度管理が必要であると判断した。

なお、「切花」については「栽培用植物」に転用が可能な場合には、「栽培用植物」

と同様に取り扱う必要があるため、下表のとおり、経路として「(b')切花[栽培用植物]」
の項を追加し、「(a)栽培用植物」に準じた危険度管理措置の必要性を提案する。
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PPVの病害虫危険度評価結果
経 路 侵入（入り込み・ まん延の可能 侵入及びまん 経済的重要性 危 険度 管

定着）の可能性 性 延の可能性 理の要否

(a)栽培用植物 極めて高い 極めて高い 極めて高い 極めて高い ○

(b)切花(増殖の用に供 無視できる ― ― ― ×

することのないも

のに限る。)

(b')切花[栽培用植物] 極めて高い 極めて高い 極めて高い 極めて高い ○

(c)生果実 無視できる ― ― ― ×

(d)種子 無視できる ― ― ― ×

(e)伐採された樹 極めて高い 極めて高い 極めて高い 極めて高い ○

○：危険度管理が必要、×：危険度管理は不要。

Ⅲ 病害虫危険度管理
危険度評価の結果、PPV は、(a)栽培用植物、(b')切花[栽培用植物]及び(e)伐採された樹

を経路とした場合、危険度管理を必要とする検疫有害動植物であると結論されたことから、

本病害の発生地域から未発生地域への宿主植物の移動に伴う侵入の危険度を低減するための

適切な危険度管理措置について検討する。また、今後封じ込め、根絶を目指す場合の地域設

定、アブラムシの自然分散の抑制についても検討した。

１ 危険度管理の選択肢

（１）栽培用植物（苗木、穂木、台木及び切花［栽培用植物］）に関する選択肢

① 移動禁止

栽培用植物を原則移動禁止とすることが最も効果的な検疫措置である。

② 条件付き移動

以下の条件が整えば、移動は可能である。

ア 各苗木ごとに、PPV に罹病していないことが証明され、かつその状態が保管施
設におい維持されている場合。

イ 穂木及び切り花［栽培用植物］については、採取する母樹が PPV に罹病してい
ないことが証明され、かつその母樹が PPV に汚染されない状況が維持されている
場合。なお、採取した穂木及び切り花［栽培用植物］は PPV の汚染がない状態で
保管される必要がある。

（２）伐採された樹に関する選択肢

経路として特定した「伐採された樹」は、PPV 発生地域内で感染樹が伐採され、未
発生地域へ移動される場合を想定した。なお、以下の①、②のいずれの措置もとられな

い場合には、移動禁止とすることが最も効果的な検疫措置である。また、いずれの場合

であっても伐採された樹は焼却等による廃棄処分をする必要がある。

① 伐採後発生地域内での保管・乾燥

感染樹を伐採後、即座に未発生地域へ移動すると、これに付着しているアブラムシ

が分散することにより、感染源となる可能性が極めて高い。このため、感染樹を伐採

した後、一定期間保管して材を乾燥し、完全に乾燥した状態であることが確認される、

または、冬期に伐採した場合は、伐採樹の移動が可能である。

② 媒介昆虫の除去・再汚染防止措置
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感染樹を伐採した後、即座に未発生地域へ移動する場合であっても、伐採した樹に

アブラムシの付着がないことを確認、又は防除し、アブラムシの再汚染を防止するた

めシート等で覆うことにより移動は可能である。

（３）検疫規制地域の設定

PPVの発生地域を特定し、検疫規制地域を設定する。
① 発生地域の特定

感染樹を中心に半径１ km 以内の宿主植物の全園地（公園、住宅地等を含む。以下
同じ。）を対象に発生調査（肉眼及び必要に応じて室内検定による調査）を行い、発

生地域を特定する。調査の範囲は、発生地の周囲 600ｍ以内の近接地域で感染がより
起こりやすく、その外側の地域ではあまり感染が起こらないと言う事実を基礎として

いる（NAPPO 2004）。

② 検疫規制地域の設定

①の調査の結果に基づき発生地域を特定し、同地域の周囲１ km をあわせて「検疫
規制地域」とする。検疫規制地域内に存在する宿主植物については地域外への持ち出

し等を禁止するとともに、農薬散布により PPV のまん延を防止する。また、地域内
において新たな PPVの発生を監視するため必要なモニタリング調査を実施する。

（４）感染樹等の伐採・除去による根絶

PPV の根絶のためには感染樹及び感染の恐れのある樹を伐採又は除去することが必要
である。

（５）根絶の確認及び監視

① 根絶の確認

根絶確認は、国際植物防疫条約の植物検疫措置に係る国際基準 No. 9「病害虫根絶
プログラムのガイドライン」を考慮して行われる必要がある。検疫規制地域内に存在

する宿主植物の全園地に対して発生調査を実施し、連続した３年間、新たな PPV 感
染樹が見つからない場合、当該地域において PPVが根絶されたと判断できる（NAPPO
2004）。

② 根絶の監視

PPV 根絶後の監視活動は、継続されるべきである。監視は検疫規制地域にある宿
主植物の全ての園地を対象として行われる必要がある。

（６）自然分散の抑制（媒介昆虫を介したまん延の防止）

本病害の媒介昆虫の個体群密度が増大しないような防除措置をとる必要がある。本病害

の媒介昆虫の生態を調査し、PPV移動分散の可能性の高い有翅世代の発生期間中の防除を
徹底し、移動分散を阻止する。また、具体的には検疫規制地域においてアブラムシが増殖

する春期及び秋期に農薬散布を徹底することが重要である。

２ 病害虫危険度管理の結論

危険度管理措置（植物検疫措置）の必要な経路である「栽培用植物」及び「伐採された

樹」は、それぞれ上記（１）及び（２）の措置を講じることで、PPVの未発生地域への侵
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入は低減できると判断する。また、封じ込め、根絶措置を検討する際には、上記（３）か

ら（６）についても考慮すべきと判断する。
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別 紙 １

プラムポックスウイルスが生果実を経路としてまん延する可能性について

１．生果実を経路とするとの文献の概要

（１）Gildow ら(2005)の論文*1

① 当該文献は、PPV罹病果（モモ）に絶食させた４種のアブラムシ（果実あたり 50-100
頭）を付着させ、その後、モモ苗木とともに保管（３日間）し、その結果としてモモ

苗木に PPV が感染するかどうか（感染果からアブラムシを介してウイルスが伝搬す
るかどうか）等を調査したもの。

② 試験の結果、モモアカアブラムシで 50％、Aphis spiraecolaで 35％のモモ苗木（20
本中 10本、20本中 7本）に PPVの感染が確認された。

③ この結果を踏まえ、著者は PPV 感染果実が本ウイルスの長距離伝搬の要因となる
可能性について考察している。

（２）Labonne ら(2001)の論文*2

当該文献は、PPV に感染した果実が伝搬の経路となり得るとの仮説を立て以下の試
験を行ったものである。

① PPV 感染樹（５本）からの収穫果実について、PPV 感染を確認し、当該果実に絶
食させたモモアカアブラムシ（果実あたり 100頭）を２分間付着させた後、モモ苗木
に付着（２４時間）させた結果、モモ苗木への PPV 感染を確認した（分離株により
感染率に差があり。）。

② 伝染源となる果実の生育ステージ別のモモアカアブラムシ伝搬性については、全て

のステージで確認された。

③ 野外に放置された生果実にアブラムシが付着する可能性を調査するため、道沿いの

小売りを想定し、果実（モモ及びアプリコット）を６日間放置し、アブラムシの果実

への付着数を調査した結果、それぞれ 23、6頭のアブラムシを確認した。また、果樹
園隣接地でも調査（３日間）した結果、それぞれ、52、9 頭のアブラムシを確認した
（合計 100頭のうち PPVのベクターとなり得る種の個体は 44％）。

④ これらの結果を踏まえ、著者はアブラムシをベクターとすることにより、感染果実

を経路として、発生園地内、発生園地と隣接した地域（生産園地）、及び流通により

長距離を分散する可能性について言及している。

２．生果実を経路とするとの文献に対する見解

１に示した文献により、PPV に感染した果実からアブラムシを介して PPV が他の宿主
植物に感染する事実、また、野外に放置した感染果実にアブラムシが付着する事実に

ついては存在する。

しかしながら当該実験は、

（１）生果実に多数（50～ 100頭）のアブラムシを付着させ試験していること。
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（２）保毒させたアブラムシを、モモ苗木に付着、もしくは、同一ゲージ内に保管している

こと。

（３）試験はアブラムシを絶食させて実施しているが、絶食させたアブラムシは媒介効率を

高めると考えられること。

等、アブラムシが PPVを媒介する上で極めて良好な条件下で試験を実施している。

３．感染果実が PPVをまん延させる可能性
PPV が発生地域から未発生地域へまん延する際に必要となる個々の可能性について、

別図に示した。

以下の理由から生果実に対して、PPV 未発生地域へのまん延を防止するための検疫措
置は必要ないと考える。

なお、米国、EU、NZ、韓国においても発生地域からの生果実の移動についての規制は
ない。

（１）野外に放置した感染果実にアブラムシが付着することはあるが、日本でウメを販売す

る場合、施設内で販売し、また通常ポリ袋等の容器包装を使用している（青梅市の状況

を確認）。当該状況下で、感染した果実にアブラムシが寄生する可能性は極めて低い。

（２）アブラムシが付着した状態で果実が未発生地域に持ち込まれた場合であっても、

① 消費用生果実は保管期間が短く、かつ、野外にさらされている期間がないか、極め

て短い。

② アブラムシに存在する PPVの感染力が数時間で消失することが知られている。
③ アブラムシの PPV 感染能力は１回の吸汁行動で失われてしまうことが知られてい
る。

（３）アブラムシが消費用の感染果実に寄生する可能性は通常低い。
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別 紙 ２

（参考：諸外国における被害）

Cambra et al.（2006）は、plum pox virusによる病害は大きな経済的損失を引き起こすこと
から農業及び政治に重大な影響があるとして、FAO(世界食糧農業機関)の統計を基にこれま
での被害を推定している。品質の低下及び成熟前の落果により、特にアンズとセイヨウスモ

モの生産で問題であるとしている。

アンズでは、本種発生国で商品にならない果実は年間 60 万トン、30 年間で 1800 万トン
の損失で、その推定損失額は 36億ユーロに達するとしている。
セイヨウスモモでは、年間 150 万トンの損害で、30 年間で 4500万トンとなり、推定損失

額は、54 億ユーロに達し、同様にすももは年間 1 万 8000 トンで、すももが経済的に重要と
なった過去 20年間の損失額は 1億 2600万ユーロに達するとしている。
モモ生産国における本種による損失は年間生産量の 5 ％と推定され、年間 16 万トンが商

品とならず、過去 20年間の損失額は合計で 5億 7600万ユーロと推定されるとしている。カ
ナダ及び米国では、本種の強制的な根絶計画により、もも生産会社の直接的経済的損失は推

定 480万ユーロに達したとしている。
スペインでは、1989 年以来 230 万本の樹が除去され、補償費を含めた合計の費用は 6300

万ユーロに達した。カナダでの 2001年からの根絶費用は、300万本の樹の DAS-ELISAによ
る分析費用を含め約 4300 万ユーロに達した。米国での 2001 年以来の根絶費用は、3000 万
ユーロに達している。ヨーロッパの国々おいて 1980 年以来実施されてきた発生調査と根絶
計画の費用は、1300万以上の試料の分析を含め、3900万ユーロに達すると推定されている。
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別 添

評価基準

本評価基準は、ISPM No. 11 Pest risk analysis for quarantine pests, including analysis of
environmental risks and living modified organismsに従って、諸外国の評価方法も参考にしつ
つ作成した。

評価は、基本的に、「極めて高い」、「高い」、「中程度」、「低い」、「極めて低い」及び「無

視できる」の６段階で行った。

１ 侵入の可能性

（１）入り込みの可能性

入り込みの可能性の評価では、①原産地で品目に付着している可能性、②輸送中・貯

蔵中に生き残る可能性、③既存の管理手続に耐えて生き残る可能性、④寄主植物に移動

する可能性について評価した。①～④の事象は連続して生じ、入り込み全体の可能性は、

①～④のうち最も可能性の低い事象の可能性に支配されるため、①～④の各評価項目におけ

る評価のうち、最も低い評価をもって入り込みの可能性の評価とした。

（２）定着の可能性

定着の可能性の評価では、①日本における寄主の利用可能性、②日本の環境への適応

能力、③繁殖能力、④年間を通じた生存能力について評価した。①～④の要因は互いに関

連しており、定着全体の可能性は、（１）と同様に①～④のうち最も可能性の低い要因に支

配されるため、①～④の各評価項目における評価のうち、最も低い評価をもって定着の可能

性の評価とした。

（３）侵入の可能性の評価の結論

入り込みの可能性及び定着の可能性の評価結果により、以下の表に従って評価した。

入り込みの可能性

定 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる

着 極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる

の 高い 高い 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 無視できる

可 中程度 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる

能 低い 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる

性 極めて低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる 無視できる

無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 無視できる 無視できる
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２ 定着後のまん延の可能性

定着後のまん延の可能性の評価では、①人為的移動の可能性、②自然分散の可能性につ

いて評価し、以下の表に従って定着後のまん延の可能性の評価とした。

自然分散の可能性

極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い

人為的移 極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い

動の可能

性 中程度 中程度 低い 極めて低い 極めて低い

３ 侵入の可能性及びまん延の可能性の評価の結論

侵入の可能性及びまん延の可能性の評価結果により、以下の表に従って評価した。

侵入の可能性

ま 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる

延 極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる

の 高い 高い 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 無視できる

可 中程度 中程度 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる

能 低い 低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる

性 極めて低い 極めて低い 極めて低い 極めて低い 無視できる 無視できる 無視できる

４ 経済的重要性の評価

経済的重要性の評価では、①農作物への影響、②被害を受ける農作物の重要性について

評価し、以下の表に従って経済的重要性の評価とした。

農作物への影響

極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる

被害を受 極めて高い 極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる

ける農作

物の重要 高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視できる 無視できる

性

他に、当該有害動植物が及ぼす間接的影響として、ア．侵入した場合の輸出市場への影

響、イ．防除経費への影響について評価した。

５ 危険にさらされている地域

侵入及びまん延する可能性のある地域（危険にさらされている地域）を記述した。

６ 評価にあたっての不確実性

評価にあたって不確実な点について記述した。

７ 危険度評価の結論

侵入・まん延の可能性の評価及び経済的重要性の評価に基づいて、以下の表に従って病害虫

危険度管理の必要性について判断した。
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経済的重要性

極めて高い 高い 中程度 低い 極めて低い 無視でき

侵入・ 極めて高 ○ ○ ○ ○ ○ ×

まん延 高い ○ ○ ○ ○ ○ ×

の可能 中程度 ○ ○ ○ ○ ○ ×

性 低い ○ ○ ○ ○ ○ ×

極めて低 ○ ○ ○ ○ × ×

無視でき × × × × × ×

○：危険度管理が必要

×：危険度管理が不要


