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Ⅰ.  植物検疫とは？Ⅰ.  植物検疫とは？

２

植物検疫って何をしているの？植物検疫って何をしているの？

日本の農林業を有害な病害虫から守る

何のため？

未発生病害虫の国内への侵入・まん延防止

○ 輸出入される植物の制限・禁止、検査
○ 国内植物の移動の制限・禁止

何をするの？

未発生病害虫の国内への侵入・まん延防止
我が国の一部に存在する病害虫の拡散防止

３
法的根拠は・・・ 「植物防疫法」

すべての植物・植物生産物について、輸出入・国内移動の禁止や植物検
疫の対象としている有害な病害虫がいないか、輸入禁止品でないかなどに
ついての検査を実施。
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1840年代のアイルランド

アメリカから侵入した
ジャガイモ疫病が大発生

1870年代のヨーロッパ

アメリカから侵入した
フィロキセラ(ブドウネアブラ

有害な病害虫が侵入すると・・・（海外）有害な病害虫が侵入すると・・・（海外）

ジャガイモ疫病が大発生

ジャガイモ生産に
壊滅的被害

フィロキセラ(ブドウネアブラ
ムシ）が大発生

ぶどう生産がほぼ全滅

ワイン生産に大打撃
「ジャガイモ飢饉」

100万人以上が餓死
200万人以上が国外へ移住

４

沖縄県等にウリミバエ、
ミカンコミバエが侵入

ウリミバエ

有害な病害虫が侵入すると・・・（我が国）有害な病害虫が侵入すると・・・（我が国）

カンキツ、キュウリ、メロン、
ウリ等に大被害

根絶までの期間 ： ２５年
防除費用 約２５４億円防除費用 ： 約２５４億円
従事者 ： 延べ６３万人

ミカンコミバエ

５

甚大な被害から農林業を予め守るには

植物検疫が重要！
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Ⅱ.  日本の植物検疫制度Ⅱ.  日本の植物検疫制度

６

国際検疫 輸入検疫

輸入の禁止

植物検疫のしくみ植物検疫のしくみ

植物検疫

・ 輸入の禁止
・ 輸入の制限
・ 輸入される植物の検査

・ 輸出される植物の検査

輸出検疫

国内検疫

・ 国内植物の移動規制
・ 侵入警戒調査
・ 緊急防除
・ 国内の種苗検疫

７
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全国に68か所全国に68か所

植物検疫を行う機関 ～植物防疫所～植物検疫を行う機関 ～植物防疫所～

全国に68か所全国に68か所

：本所 5 所

：支所 16 所

：出張所 47 所横浜
神戸

門司

主要な港・空港に配置

植物防疫官886名

（平成22年10月現在）

：出張所 47 所横浜
名古屋

門司

那覇

８

輸入禁止品

果物、野菜、穀類、苗木、花などの植物・植物生産物

輸入検疫のあらまし輸入検疫のあらまし

検査不要品検査品

禁止品・検査不要品
以外のすべて

日本に未発生で、農
林業への被害が甚
大、かつ検査で発見
が困難な病害虫が
つく植物

病害虫の検査

輸入禁止品

合格

検査不要品検査品

不合格

高度加工品

（例）
製茶 マンゴウ乾果

病害虫がつくおそれがな
いもの

９

病害虫そのもの

土

土の付着する植物

廃棄又は返送

合格

消毒

輸入可能

不合格 製茶、マンゴウ乾果、
小売り容器入り乾燥香
辛料など
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相手国が求める条件に従って実施

輸出検疫のあらまし輸出検疫のあらまし

輸出検疫不要輸入禁止 輸出検疫実施

不合格 合格

輸 出 可 能輸 出 不 可

不合格 合格

１０

特定の病害虫が発生している地域からの植物の移動を
禁止・制限

国内検疫のあらまし国内検疫のあらまし

国内移動規制

禁 制限

日本に未発生で農林業への被害が大きい病害虫の侵入を
早期に発見するために、港湾、空港や生産地において実施

侵入警戒調査

万が 日本に未発生で農林業 の被害が大きい病害虫が

緊急防除

繁殖用のジャガイモ、カンキツ、リンゴ、モモ、ブドウなどに
ついて、ウイルス病などを対象に実施

国内の種苗検疫

１１

万が一、日本に未発生で農林業への被害が大きい病害虫が
侵入した場合、根絶を目指して実施
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侵入警戒調査侵入警戒調査

トラップ調査 巡回調査

病害虫を早期発見するため、全国の
港湾、空港、生産地で実施。

調査対象病害虫の例

１２

・カンキツグリーニング病菌
・火傷病菌
・スイカ果実汚斑細菌病菌

・チチュウカイミバエ
・ウリミバエ
・ミカンコミバエ種群
・アリモドキゾウムシ

我が国未発生の重要病害虫が侵入したら・・・

植物の移動禁止や廃棄とともに、迅速かつ徹底した防除を実施

緊急防除緊急防除

現在実施中の緊急防除の対象

早期の病害虫根絶・ぼく滅、他地域へのまん延防止

鹿児島県喜界島に発生しているカンキツ

１３

鹿児島県喜界島に発生しているカンキツ
グリーニング病菌（平成19年4月より実施）

鹿児島県に発生しているイモゾウムシ、
アリモドキゾウムシ（平成21年8月より実施）
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Ⅲ.  国際化への対応Ⅲ.  国際化への対応

１４

植物や植物生産物の病害虫の国際間の移動を防止し、病害

植物検疫に関する国際基準植物検疫に関する国際基準

国際植物防疫条約 IPPC

虫防除のための適切な措置をとるための手続きに関する国際
的な取り決め。

各国が、条約に基づく適正な検疫措置を適用するためのガイ
ドライン（現在３４）。

国際植物検疫措置に関する国際基準 ISPM

No. 2 「病害虫危険度解析の枠組み」
No. 4 「病害虫無発生地域の設定のための必要条件」
No. 6  「サーベイランスのためのガイドライン」
No.27  「検疫対象病害虫の診断プロトコル」

ISPMの例

１５
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農業生産に重大な影響を及ぼす可能性があって、

国際ルール上植物検疫の対象とできる病害虫国際ルール上植物検疫の対象とできる病害虫

① その国に存在しない病害虫

② その国の一部にだけ存在している病害虫で、国に

日本の植物検疫においては、チチュウカイミバエ、
タバコべと病菌などが該当

② そ 国 部 け存在 る病害虫 、国
よる強制的な防除が行われているもの

１６

アリモドキゾウムシ、ウメ輪紋ウイルス
（プラムポックスウイルス）などが該当

WTO・SPS協定における基本ルールWTO・SPS協定における基本ルール

植物検疫のための措置は

WTO：世界貿易機関
SPS協定：衛生植物検疫措置の適用に関する協定

植物検疫のための措置は、

① 科学的な根拠に基づいていなければならない。

② 国際的な基準がある場合、それに基づいたものと
しなければならない。

③ 植物を病害虫から保護するために、必要な範囲で
適用するべきである。

１７

不当な措置はＷＴＯへ訴えられるおそれ



10

Ⅳ.  植物検疫の課題Ⅳ.  植物検疫の課題

１８

植物検疫の抱える課題植物検疫の抱える課題

輸入農産物の数量・種類の増加や多様化、流通の発達による鮮度
保持の向上により 病害虫の侵入リスクが増大

１．増大する病害虫侵入リスクへの対応

保持の向上により、病害虫の侵入リスクが増大

平成７年 平成１７年

検査件数 ５７万 ８０万

検査品目 ７千 ８千４百

輸出国・地域数 １２２ １７９

２ 植物検疫の国際ルールとの調和

増大するリスクに応じた
検疫の強化・重点化が
必要

２．植物検疫の国際ル ルとの調和

「植物検疫の措置が必要以上に貿易を阻害してはならない」という
原則への整合

検疫対象病害虫を明確にし、適切な検疫措置を実施する必要

１９
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ス
テ
ー
ジ
１

開
始

新たな農作物の輸入新たな病害虫の発見

リスク評価対象（病害虫、侵入し得る経路、地域）
を特定

政策の変更

科学的根拠に基づいた検疫措置決定プロセス科学的根拠に基づいた検疫措置決定プロセス

ス
テ
ー
ジ
２

リ
ス
ク
評
価

国内未発生

検疫対象病害虫及びそのリスクを特定

侵入・定着・まん延の可能性が高い
経済的重要性高い

国内既発生

一部に発生、公的防除実施
経済的重要性高い

公的防除なし
経済的重要性低い

スリ

リスク評価結果に基づいた適切な管理措置の候補

検疫の実施

検疫しない

ス
テ
ー
ジ
３

リ
ス
ク
管
理

栽培地検査
（輸出国）

隔離栽培による
検査（輸入後）

輸入禁止
など

輸入検査

病害虫危険度解析
Pest Risk Analysis（PRA）

リスク管理措置の選択肢を選定

２０

PRA結果に基づく現行の検疫措置PRA結果に基づく現行の検疫措置

有効な検査方法がなく、輸入検査で発見が困難な未発生重要病害虫

輸入禁止対象

栽培地検査対象

チチュウカイミバエ、コドリンガ、ジャガイモシストセンチュウ、火傷病など

テンサイシストセンチュウ スイカ果実汚斑細菌病菌 ソラマメステインウイルスなど

栽培用植物（苗、種子など）について、輸入検査で発見が困難だが、輸出
国での栽培中の検査で発見が可能な未発生重要病害虫

輸入時に特別な検査（隔離栽培による検査、培養検査など）が必要な
未発生重要病害虫

栽培地検査対象

重点検査対象

テンサイシストセンチュウ、スイカ果実汚斑細菌病菌、ソラマメステインウイルスなど

ブドウオオハリセンチュウ、ミナミアメリカミバエ、イネ条斑細菌病菌、各種ウイルスなど

目視を主体とした検査により発見可能な、上記以外の検疫対象病害虫

非検疫有害動植物（我が国に広く発生している病害虫）

通常検査対象

検疫対象外

多くのハダニ類・アブラムシ類・カイガラムシ類・キクイムシ類・糸状菌類など

ダイコンアブラムシ、コクゾウムシ、モンシロチョウ、ナミハダニ、ペニシリウム属菌など

２１
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今後の植物検疫の方向性今後の植物検疫の方向性

植物検疫対象病害虫のリスト化

リスクに応じた検疫措置の適用・導入

最新技術の導入による輸入検査の高度化
検疫措置の多様化
最新技術の導入による輸入検査の高度化
検疫措置の多様化

２２

ご清聴ありがとうございました。

消費・安全局 植物防疫課


