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【報告論文】

侵入病害虫に対する国内検疫の経済的影響評価に関する考察

ーケーススタディに基づく費用便益分析から一

澤田守• 佐藤正衛• 宮武恭ー• 松本浩一• 菅 野 雅 之

（農研機構 中央農業総合研究センター）

I はじめに

経済のグローバル化に伴って農産品の輸入量

が年々増大する中で、国内未発生の病害虫が国

内に侵入する可能性が高まっている。海外の重

要病害虫の侵入を防ぐ植物検疫に関しては、国

際植物防疫条約 (IPPC)に基づいて「植物検疫

措置に関する国際基準」 (ISPM:International 

Standards for Phytosanitary Measures)が定

められ、検疫有害動植物のための病害虫リスク

アナリシス (PestRisk Analysis : 以下、 PRA

とする）の実施が明記されている。この病害虫

のリスクアナリシスの実施においては、対象病

害虫が及ぼす潜在的経済被害を明らかにするこ

とが必要とされており、経済的影響評価手法の

確立が求められている注 1)。

一方、植物検疫においては、その実施の有無

に関して経済的な効率性が求められるようにな

っており、予算の効率的運用という面から、防

疫対策に対する経済的影響評価が求められるよ

うになっている（山口、 2015)。

このように植物検疫の経済的影聾評価が重要

になっているにもかかわらず、国際植物検疫、

国内植物検疫の双方において病害虫の経済的影

響評価に関する研究は少なく、特に国内検疫の

評価手法はいまだに確立していない注 2)。そこ

で本研究では、第一に病害虫の経済的影響評価

に関する研究をレビューし、第二に、経済的影

響評価手法の一つである費用便益分析を用いて、

行ない、事前評価手法として導入する場合の課

題について整理する。

II 経 済 的 影 響 評 価 に 関 す る 既 往 研 究

病害虫の経済的影響評価に関して国内での研

究は少ないが、 EU及び、アメリカ、 NZなどで

は数多く実施されている注3)。これまでの病害

虫の経済的影響評価手法について T.Soliman

(2010)をもとに整理すると、分析手法は大き

く定性的な把握と定量的把握に分けられる。そ

れぞれの手法については一長一短があり、課題

として定性的把握の場合、客観的なデータの把

握が困難である点があげられる。一方、定量的

把握の場合は数値化できるが、病害虫の影響の

みを抽出することが難しいという問題がある。

この定量的把握の場合には、第 1表のようにい

くつかの分析手法があるが、それぞれにおいて

第 1表 病害虫の経済的影響評価手法の課題

分析手法 必要なデータ 課題

生産物価格、生産 ・価格の影響、他部
損益分析 量、減収率、増加 門に与える影響が把

コスト 握できない

生産物価格、生産 •他部門に与える影
部分均衡 量、供給と需要の 響が把握できない
モデル 価格弾力性、減収 ・病害虫被害の影響

率、増加コスト が限定できない
詳細な産業連関表、 ・価格の影響が考慮

産業連関 収入と雇用のデー できない
タ、病虫害の侵入 ・モデルの検証が難

モデル
による需要量の変 しい
化

社会的会計行列、 ・病害虫の被害の影
一般均衡

弾力性、減収率、 響が限定できない
モデル

増加コスト

国内植物検疫事例の経済的影響評価を事後的に 資料： T.Soliman (2010) をもとに加筆修正。
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価格の影響の把握、モデルの検証などにおいて

課題がある。

また、国内の病害虫の経済的影響評価につい

てみると、畜産分野においては口蹄疫、鳥イン

フルエンザなどの家畜伝染病に関する経済的影

響評価が獣医経済学、経済疫学の分野を中心に

行われている（山ロ・早山、 2013)。特に 2008

年に発生した宮崎県の口蹄疫の事例では産業連

関分析を用いて地域経済への影響評価が行われ

ており、宮崎県内に与えた影響として約 2,350

億円という試算が出されている（農林水産省、

2010)。しかし、これまでの分析手法をみると、

一部で産業連関分析、部分均衡モデルなども行

われているが、海外の PRA、国内の経済疫学な

どでよく用いられているのは損益分析である

（立花、 2000など）。損益分析においては、部

分査定分析、費用便益分析などの経済的影響評

価手法があるが、部分査定分析は個別経営単位

での評価となる場合が多いのに対して、費用便

益分析はより広い範囲での事業評価に用いられ

る場合が多い（山口• 早山、 2013)。特に、公

共事業などの公共支出の評価を行う際には費用

便益比などを計算することで各事業の比較が可

能となる利点がある（山根、 2005)。

国内の植物検疫事業では対象範囲が地域単位

であり、評価期間が長期間に及ぶことから、損

益分析の中でも費用便益分析を用いることが適

切と考えられる。この費用便益分析に関しては、

病害虫の植物防疫を対象として手順を作成した

Kehlenbeck (2012) の研究や、総務省行政評

価局 (2010)による評価マニュアルが整備され

ている。本稿では、これらの手順などを参考に、

費用便益分析を用いて病害虫の経済的影響評価

を事後的に行い、評価の際の課題を摘出する。

ID PRAにおける費用便益分析の適用

いては公的防除などの事業実施に伴う経費が該

当する。一方、便益については公的防除などの

実施によって社会的に得られるものであり、具

体的には、対策を実施しない場合に病害虫によ

って引き起こされる被害額が該当する。この被

害額は第 2表に示すように直接的被害額と間接

的被害額に分けられるが、本稿では特に直接的

被害額に限定して把握する。

費用便益の算出方法に基づき、既に実施され

ている国内検疫事業の具体的な事例を取り上げ

て費用便益分析を行う。対象としては、鹿児島

県指宿市におけるイモゾウムシの根絶事業、並

びに鹿児島県喜界町におけるカンキツグリーニ

ング病（以下、 CG病とする）の根絶事業をと

りあげ、その効果と課題を考察する。

第2表 PRAにおける被害額の考え方

被害の種
項目 小項目

類

直接的被 0直接的な被
・減収量

宰額 害 ・品質に与える影響
ロ

•作業効率への影響

間接的被〇地域農業ヘ・環境に与える影響

害額 の影響 •銀光業に与える影響
0国内経済へ・加工などの関連産業（雇用など）

の影響 ・輸出産業に与える影響

2. 指宿市におけるイモゾウムシの根絶事業

対象とするイモゾウムシは、日本では奄美大

島以南の南西諸島、及び小笠原諸島だけに生息

する。サツマイモが加害されると異臭と苦味が

発生して、食用、飼料用には適さなくなり甚大

な被害を及ぼすことから、重要病害虫に指定さ

れている。

指宿市では 2008年 11月にイモゾウムシの発

生が確認され、根絶事業が開始された。イモゾ

ウムシに関しては、有効なモニタリング手法が

ないことから、根絶を達成するためにイモゾウ

ムシの駆除に加えて、対象範囲の寄主植物をす

べて除去する対策がとられた。 2008年に初動防

1 . 根絶事業における費用便益 除として発生地域周辺（約 410ha)に栽培され

最初に PRAにおける費用、便益部分の算出 ているサツマイモなど注4) についてすべて回収、

方法について検討する。 PRAの場合、費用につ 廃棄を行った。2009年には緊急防除事業として
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防除区域を約 927haに拡大し、 2010年には防

除区域内でのサツマイモなどの栽培を禁止する

「イモゾウムシ等防除条例」を施行した。この

ような防除区域内の寄主植物の徹底的な除去の

対策の結果、 2012年に根絶に成功している。発

生から根絶までには 3年 4ヶ月を要し、防除作

業員は最大で 25人、動員した延べ人数は

13,397人に達している（第 3表）。

第3表イモゾウムシの根絶事業の概要

発生から根絶までの期間

根絶までに要した延べ人数

防除作業員（最大）

防除区域面積

イモゾウムシの発生地点数

イモゾウムシの発生確認虫数

資料：鹿児島県病害虫防除所資料より引用。

この根絶事業の費用についてみると、 3年間

で約 1.3億円を費やしており、内訳をみると人

件費が 69%を占める（第 1図）。なお、指宿市

の場合、発生地域は住宅地などの市街地が中心

であり、サツマイモの産地からは離れていたこ

とから、サツマイモ生産者に対する補償費は少

3年 4ヶ月

13,397人

25人

施設費， 10%
I , 補償費， 1%

雑役務費， 2% -

927ha 

50地点

802頭

ない注5)。

次に便益として、イモゾウムシが及ぼす経済

的な被害額をみると、発生によりサツマイモの

生産、及び、生産物の移動が制限されることに

（費用便益比）
60 

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
0
 

48 

24 

10 

被害率100% 被害率50% 被害率20%

イモゾウムシによる商品果被害率

第2図 イモゾウムシ根絶事業の費用便益比

資料 ：聞き取り調査、鹿児島県資料により作成。

注 ：評価期間は 10年、割引率は 4%で計算している。

より、産地は甚大な被害を受けると考えられる。

サツマイモの産出額 c2oos~12 年の 5 カ年の

平均値）は指宿市で約 8億円に達する注6)。そ

のため、イモゾウムシによる被害額は、直接的

被害のみでみた場合でも便益（損害額）が根絶

費用を大きく上回る。被害範囲を指宿市内とし

て、費用便益比 (B/C) を算出した場合、費用

便益比は 48~10 (被害率 100%~20%の場合）

となり（第 2図）、費用便益比が 1以上の有効

性の高い事業とみることができる注 7)。また、

この数値は指宿市内の直接的被害に限定してい

るが、被害が鹿児島県全域に広がった場合や、

芋焼酎の製造工場などの関連産業に与える影響

を考慮すると、費用便益比はさらに高まると考

えられる。

備品費， 7%
賃金・人件

費， 69%

第1図 イモゾウムシ根絶事業の費用内訳割合

資料：聞き取り調査により作成。

注： 2009 年~2012 年の 3 ヶ年の合計の内訳である。

3. 喜界町における CG病の根絶事業

柑橘類に被害を及ぼす CG病は、アフリカ、

アジア、アメリカ、奄美諸島以南などで発生し

ている病害であり、接ぎ木やミカンキジラミに

よって病原菌が媒介される。感染すると果実が

肥大化せず、感染樹は最終的に枯死に至る こと

から重要病害虫に指定されている。

喜界町では、2003年に CG病の発生が確認さ

れ、2004年に柑橘類の人為的移動を規制する町

の条例を制定した。 2007年から植物防疫法にも

とづく緊急防除が行われ、 2012年 3月に根絶

を達成した。 CG病は一度発生すると根絶が難
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しい病害のため、喜界島の根絶事例は世界的に

も稀有な事例とされている。早期に根絶できた

要因としては、①CG病の感染樹の発見が早く、

感染範囲が極めて狭い範囲であったこと、②発

生集落の構成員の結びつきが強く、集落全戸の

参加による徹底的な根絶作業が行われたこと等

があげられる。

CG病の根絶事業に要する費用に関しては、

感染樹を特定するための検査費用、感染樹の伐

採・補償費用、媒介虫であるミカンキジラミの

防除費用が主体となる。要した費用の内訳につ

いてみると、 2007年から最初の 2年間は、検

査機材の整備として実験機器、パソコンなどの

整備で約 2,000万円／年を支出した。さらにそ

の後のミカンキジラミの防除事業に関しては年

間約 580万円を支出しており、内訳では、賃金・

人件費が 38%、需用費注8) が 36%を占めてい

る（第 3図）。

一方、便益とする被害額に関しては、喜界島

の場合、柑橘の産出額が少ないため、喜界島の

みで見ると年間 1,600 万円 (2008 年~11 年の

4ヶ年平均）にとどまる。しか し、喜界島の場

合、 CG病が未発生である奄美大島への被害拡

大が懸念されることから注 9)、便益に関して奄

美大島を含めた産出額とすると、柑橘の産出額

は 4.5億円に達する。そのため、奄美大島まで

を含めて評価した場合、費用便益比は 49~10

（被害率 100%~20% とおいた場合）となり、

使用料及び賃借
料， 5'11

役務費 3'1¥

第3図 CG病の根絶事業の費用内訳割合

（喜界島の防除事業のみ）

資料：聞き取り調査、根絶事業に関する資料により作成。

注：委託費はシルバー人材センター委託料などである。

需用費には、消耗品費、光熱費、燃料費などが含まれ

る。

60 
49 

50 

40 

30 I Ii 24 

20 I II 10 
10 

゜被害率100% 被害率50% 被害率20%

CG病による商品果被害率

第4図 CG病の根絶事業の費用便益比

資料 ：聞き取り調査、根絶事業に関する資料より作成。

注 1)評価期間は 10年、割引率は 4%で計算している。

2) 対象地域は喜界島と奄美大島を含めたものである。

費用便益比で 1以上の有効性の高い事業として

評価できる（第4囮）。また、喜界島の柑橘に関

しては、島の固有種である花良治ミカ ン（ケラ

ジミカン）が特産品として位置付いており、独

特の香りを活かした農産物加工品が多数存在す

る。これらの影製までを考慮すると、費用便益

比は更に高まるものと考えられる。

4. 費用便益分析の課題

以上、 2つの事例をもとに国内検疫事業に対

する費用便益分析を事後的に行った結果、いず

れも便益は費用を大きく上回っており、有効性

の高い事業として評価することができる。

一方で、病害虫防除の事前評価として費用便

益分析を実施する際には以下の課題が明らかと

なった。

第一に、便益を算定するための直接的な被害

額の推定である。重要病害虫が国内に侵入した

際にどの程度の被害を及ぼすかについては、国

内の被害が末知数のため、既に発生している諸

外国の被害額などをもとに推定する。しかし、

文献などでは商品果に与える影響などについて

不明な点が多く、国内の産出額に与える影響の

把握が難しい状況にある。第二に、被害範囲の

設定である。病害虫が及ぼす被害範囲によって

便益となる被害額は大きく異なる。被害範囲の

設定については病害虫が持つ定着可能性、感染
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経路などを考慮した上で設定する必要があり、

病害虫分野の研究成果との連携が必要となる。

第三に、国内検疫の実施期間の設定法である。

事前評価の際には、国内検疫の実施期間を設定

する必要があるが、根絶までの期間設定は不確

実性を伴う。実際の国内検疫の事例をみても、

想定より早く根絶したために費用が少なかった

例もあり、信頼できる根絶期間の設定が必要に

なる。この点については、根絶までの達成リス

クを考慮した上で、ある程度の範囲（パラメー

タ）を設定して検討する必要があると考えられ

る。第四に、間接的な経済的被害の評価である。

イモゾウムシの事例でみたように、サツマイモ

の生産ができなくなった場合、焼酎などの製造

業、飲食業、観光業などの関連産業にまで多大

な影響が及ぶと考えられる。また、 CG病の事

例でみたように、柑橘の産出額が少ない喜界島

の場合でも、島の特産品である花良治ミカンな

どの希少種の評価をどうするかという課題があ

る。このように間接的な経済影響をどの程度ま

で経済的な評価に取り入れるかという点は今後

の課題として残されている。

N おわりに

このようにいくつかの課題はあるものの、費

用便益分析に基づく経済的影響の把握は、国内

での病害虫の管理措置を選択する上での有効な

手段となり得る。特に、重要病害虫の及ぼす経

済的影響については未解明な部分が多く、今後、

事前評価として費用便益分析などにもとづいて

病害虫の経済的影響をより詳細に把握すること

が求められる。また、その際には時間経過に伴

う被害の発生範囲や、それに伴う直接• 間接の

経済的影響を把握することで、より迅速な管理

措置の重要性を示すことも必要になると考えら

れる。

残された課題としては、根絶事業の実施方法

についての検討がある。植物の病害虫の根絶事

業は、畜産分野とは異なり、農業者だけではな

く、一般住民の自家菜園の野菜、庭木まで含め

た防除対策を講じる必要がある。その際には地

域の合意形成を図り、リスクコミュニケーショ

ンをとりながら事業を実施することが必要とな

る。この点についても経済的視点からのアプロ

ーチが必要とされており、費用便益分析ととも

に分析を深めていくことが求められる。

注 1) ISPM No. 11を参照のこと（日本語訳は、農

林水産省の HP 上に記載されている

(http://www.maff. go. jp/pps/j/law/ispm/ 

pdf/ispmjnoll. pdf)。

注 2)輸入植物検疫における PRAに関しては、佐々

木ら (2015) を参照のこと。

注 3)T.Soliman(2010)を参照のこと。

注 4) サツマイモの他に、庭先などに自生してい

るノアサガオ、グンバィヒルガオが対象とな

った。

注 5)西岡 (2014) によると発生地点の大部分は

自家消費が目的の家庭菜園が占めており、農

薬を使わないケースが多く、イモゾウムシに

対する知見がなかったことを指摘している。

注 6) 市の統計によると、サツマイモの産出額の

内訳は、青果用が 51%、でん粉用が 23%、

焼酎用が 20%、加工用が 8%となっている。

注 7)評価期間については 10年、割引率は 4%で

計算している。

注 8) 需用費には、消耗品費、光熱費、燃料費な

どが含まれる。

注 9) 奄美大島空港から喜界空港までの空路は約

26kmであり、奄美大島に非常に近い距離にあ

る。
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