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１．開会

○司会 定刻になりましたので、ただいまから植物検疫に関する意見交換会を開催いたし

ます。本日はお足元の悪い中をお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。

それでは、初めに東北農政局消費・安全部長の鈴木からごあいさつを申し上げます。

２．あいさつ

○鈴木農政局消費・安全部長 東北農政局消費・安全部長の鈴木と申します。本日はこの

意見交換会にご参加いただきまして、本当にありがとうございました。

農林水産省におきましては、平成15年７月に組織再編を行ったわけですけれども、その

組織再編以来、消費者へ軸足を置いた行政を展開しているところです。様々なテーマの下

で双方向の意見交換を行うという、いわゆるリスクコミュニケーション、これを積極的に

行っているところです。

このリスクコミュニケーションは農林水産省本省のみならず農政局あるいは各県に置か

れている農政事務所においても実施しているところであります。

本日の意見交換会は植物検疫ということをテーマとしているわけでございますけれど

、 。も これもリスクコミュニケーションの一貫という位置づけとなっているわけであります

検疫ということですが、検疫というのは簡単にいいますと海外の病気ですとか、あるい

は病害虫が国内に侵入することを防止するための活動といってよかろうかと思います。人

間に関するものについて行っているのが厚生労働省における検疫です。それから、動物及

び植物に関するものについてのものが農林水産省が行っている動物検疫と植物検疫という

ことになるわけでございます。

、 、最近では国際物流の拡大ですとか あるいは海外旅行者の増大ということがありまして

この植物検疫ということの役割が極めて大きくなっているところでございます。

本日は農林水産省本省の早川植物防疫課長と岩本横浜植物防疫所の塩釜支所長においで

いただきまして、植物検疫制度の概要ですとか、あるいは実際の検疫所などにつきまして

説明をいただき、その後、皆様方と忌憚のない意見交換をしたいと考えております。

この意見交換会を通じまして、植物検疫について理解を深めていただければ幸いと考え

ているところでございます。
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簡単ではございますが、本日の意見交換会開催にあたりましてのごあいさつとさせてい

ただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。

○司会 申し遅れましたが、私は本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費

・安全局消費者情報官補佐の中山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、議事に先立ちまして、受付で封筒に入った資料をお受け取りいただいたと思いま

すが、そちらの確認をさせていただきます。

まず、議事次第、座席表、皆様のお名前の入りました出席者名簿が入っております。そ

、 、 「 」、れから 本日 説明用の資料として使わせていただくパワーポイントを印刷した 資料

、 、 、横浜植物防疫所塩釜支所の業務概要MAPという１枚紙 消費者パンフレット これが二つ

大きな版で植物防疫所のパンフレット、それから「食品安全エクスプレス」という、これ

はメールマガジンの配信のお誘いでございます。農林水産省から発信しておりますけれど

も、見ていただきますと食品安全委員会ですとか厚生労働省、そういったところからの情

報も毎日お届けするようになっておりますので、ご興味がおありでしたらぜひご活用くだ

さい。

それから、こういう小さい版で食事バランスガイド、こちらのほうを入れております。

もしかしたら封筒の中に残っているかもしれませんので、見ていただきたいと思います。

それから、今回は主催にも入っておりませんし、出席もしていないのですけれども、食

品安全委員会のほうからチラシをお配りしております。食品安全委員会のほうは毎年、食

品安全モニターを募集しておりまして、２月17日まで受付をしているそうでございます。

、 。裏面に申し込みがございますので ご興味のある方は申し込みをいただけたらと思います

最後になりますけれども 「植物検疫に関する意見交換会 、本件についてのアンケート、 」

を入れております。今後の意見交換会等の開催の参考にさせていただきたいと思いますの

で、お帰りの際にご記入していただければと思います。

続きまして本日の進行についてご説明いたします。本日は植物検疫に関する意見交換会

でございます。まず、意見交換に先立ちまして植物検疫に関する情報提供として、消費・

安全局植物防疫課長から植物検疫の取組と今後のあり方について、３分程度のビデオと、

それから先ほどお示ししたスライドを用いまして１時間弱お話をさせていただきます。

その後、植物防疫所塩釜支所長から植物防疫所での実際の検疫業務につきまして10分ほ

どお話をいたします。
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その後、休憩時間をとりまして皆様との質疑応答、意見交換会に入りたいと思います。

植物検疫は先ほど部長のほうからも話がございましたとおり、我が国の農産物の安定供

給のためのいわば縁の下の力持ちのような制度でございます。私ども消費・安全局の中で

リスク管理として行っているものの一つでございます。

本日は制度の見直しですとか、そういったことに当たって意見交換をしていただく、そ

ういう性質のものではないのですが、本日、皆様方、いろいろな立場の方のご質問、ご意

見を通じまして、この制度についてご理解を深めていただければと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。

終了は４時30分を予定をしております。

、 、 、それでは 早速でございますけれども 初めに植物検疫の取組と今後のあり方について

植物防疫課長の早川からご説明いたします。

３．議事

（１）植物検疫とは？ ～その取組と今後のあり方について～

○早川課長 ただいまご紹介いただきました農林水産省の消費・安全局植物防疫課長の早

川でございます。本日は天気の悪い中、お足元の悪いところを多数お集まりいただきまし

てありがとうございます。

私どもも植物検疫という分野について一般の皆様方と意見交換をする機会がなかなかな

かったのですが、今回こうして持つことができ、非常にありがたいと思っております。

それでは 植物検疫とは？ その取組と今後のあり方について～ ということでご説明、「 」

させていただきます。

まず、植物検疫について私どもの取組をご説明させていただくところですが、導入とし

まして、先ほど中山からお話がありましたように３分ほどビデオをごらんいただければと

思っております。よろしくお願いします。

（ビデオ上映）

それでは、これから中身のお話をさせていただきます。

今、ビデオにありましたように農作物を害する病害虫、チチュウカイミバエとか、我が

国にないような火傷病とか、こういったものが入ってくると大変なことになってしまうと

いうことでございます。これは世界史的に見ても、日本史的に見てもけっこう大きな被害
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がありました。若干世界史的ということでご説明させていただきます。

世界史的に見た場合、大きな事件としまして1840年代にアメリカからアイルランドにジ

ャガイモ疫病が入ってきて、アイルランドの農地の40％がジャガイモ農場だったところが

大被害を受けた。

ご存じのようにジャガイモというのはもともとアンデスのほうが原産地でございます

が、新大陸の発見と併せてヨーロッパにも入ってきました。生育がわりと短くて、そんな

、 、に世話をしなくてどんどんできるということで ヨーロッパで非常に重要な農作物になり

特にアイルランドはジャガイモに対してものすごく力を入れて、主食として発達してきた

わけです。

ところが、疫病というものが入ってしまって、相当な被害があった。ここに書いてあり

ますが、歴史的にはヨーロッパ最後の大飢饉であったということで、ジャガイモがほとん

どやられてしまった。100万人が餓死してしまって、さらに100万人が国外移住をしてしま

った ということで200万人減り 人口が半減してしまった これが大きな記録として残っ。 、 。

ています。英語でいうとグレートファミンとかグレートハンガーというんですが、そうい

うふうに言われています。

ここで余談ですが 100万人国外移住しまして 主に大西洋を渡ってアメリカに行ったの、 、

ですが、アイルランドの方はいろいろ苦労されました。この中から後世のアメリカ大統領

が２人出ているということで、会場の方でご存じの方はおられますか。２人です。

どうぞ。

どなたか。

そうです。一人目はケネディー大統領です。

もう一人ご存じですか。

レーガン大統領です。そうです。

、 。ケネディー大統領とレーガン大統領は アメリカに移住したアイルランドの子孫だった

まさにこのグレートファミンがなければケネディー大統領もレーガン大統領も誕生しなか

ったということになりますというのが、歴史の裏話でございます。

（スライド）

次にフランスの話ですが、これもアメリカからフランスに入ってしまったフィロキセラ

というアブラムシの種類ですが、ブドウの大害虫でございます。ご存じのようにフランス

はブドウの大産地です。ワインの原料であるブドウの大産地で、一部の地域を除いて全滅
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、 。したということで フランスのワイン生産に大打撃を与えたという記録が残っております

（スライド）

我が国でもいろいろとあります。特に水稲の大害虫というのはウンカです。今の時代で

もウンカは大害虫でございますけれども、1670年代、江戸時代です。ここで記録に残って

いるのは大きなウンカの被害があったものです。

当時、病害虫防除の方法はなくて、虫除け祭とかお祭りをして被害がないようにお祈り

をしたり、あるいは次に書いてありますが、油を水田に注いで、その上に害虫を落として

窒息死させる。

どういうことかといいますと、当時、油といってももちろん菜種油とかそういう高いも

のではなく、鯨油、クジラの油を水田ですから水が張ってあるわけです。そういったとこ

ろに垂らしまして、そこを歩きながらながら稲の茎を叩くんです。そうするとウンカとか

そういう害虫が水面に落ちる。油が張ってあるので水面に落ちて窒息死してしまう。こう

いう原始的な物理的なのですが、そういった方法しかなかった。これしか方法がなくて、

そのために大きな被害があったということです。

記録に残っているのは享保の飢饉です。享保というのは徳川吉宗が将軍の時代でござい

ますが、そのときの飢饉で265万人が飢えて、１万2,000人が餓死したという記録が残って

おります。

今の世の中では技術の発達によって病害虫によって大きな被害を受けることはないので

すが、昔は天災に近い状態で餓死者が出たというような大きな問題になったわけでござい

ます。

（スライド）

危険な病害虫が侵入すると甚大な被害を及ぼしますが、いったん入ってしまった後、そ

れを根絶するのは本当に大変でございます。ここに書いてありますのは日本での事例でご

、 、 、 。 。ざいますが ウリミバエ ミカンコミバエ ここに出ているミバエです 小さなハエです

これはもちろん成虫である場合はハエですけれども、幼虫はウジです。こういったものが

見てわかりますようにミカン、柑橘類とか、キュウリ、メロンなどに成虫が卵を産みつけ

て、果実あるいは野菜の中で卵が孵りまして、ウジがわくような形になります。こういっ

たものが発生して、当時の南西諸島、小笠原諸島あるいは大正８年に八重山群島で発見さ

れまして、その後分布域が拡大してきました。

ミカンコミバエとウリミバエ、本土にはこういうハエはいなかったので、本土に入って
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くるのを防止するためにも移入規制をした。ということはどういうことかといいますと、

カンキツとかキュウリとかメロン、これは南西諸島とか小笠原でできたものは本土に移入

できない。せっかくつくっても農業を振興しようとしても島内だけしか消費できない。そ

れでは農業振興上よくない、何らかの形で本土にも来てしまうということで、根絶事業を

やりました。

、 、ここに書いてございますように昭和43年の開始から平成５年まで25年 防除費254億円

人件費を除いた直接防除費ですが、あと従事者が延べ63万人います。

何年か前 プロジェクトＸ にも出ていたと思いますが ウリミバエの根絶ということ、「 」 、

で、ここには書いていないのですが、どういうことをやったかというと、ウリミバエのオ

スにコバルト60を照射しまして不妊虫をつくります。それを放飼することによって交尾し

ても不妊のオスなのでメスは交尾しても子供はできないわけです。そういう形でミバエの

生息密度を落としていって、最後、根絶したという、ある意味では歴史的な事業でござい

ます。しかし、時間が大変かかる。いったん入ってきてしまったら、それを根絶するには

非常に時間がかかるということでございます。これは１つの大きな例でございます。

（スライド）

そういったことで植物検疫というのは新たな病害虫が我が国に入ってくる、入ってきて

広がってしまう。あるいは我が国の一部に発生している病害虫がさらに広がってしまう。

これによって我が国の農作物への被害が大きくなる。それによって国内の食料の安定供給

に影響が出てしまうということで この植物検疫というのは ストップ・ザ・病害虫 と、 、「 」

書いてありますが、こういったものを日本に入ってくる前にといいますか、水際といいま

すか、そういったところで阻止するというのが植物検疫の仕事でございます。

（スライド）

植物検疫の仕組みを整理させていただきました。

植物検疫とありまして、国際検疫と国内検疫に分かれていまして、国際検疫には輸入検

疫、輸出検疫、それでこういうふうに分かれています。

さらに緊急防除とあります。こういったものをそれぞれについてこれから詳しくご説明

させていただきます。

（スライド）

植物検疫に携わる職員はここに書いてありますが、植物防疫官という名前の官職でござ

います。我が国の植物防疫法という法律に基づきまして、農林水産省に設置された植物防
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疫に従事する官職でございまして 平成18年度末の見込みも含めまして859名を配置してお、

ります。

こういう職員が働く植物防疫所、これは農林水産省に設置された植物防疫業務の中核的

機関でございます。

すみません お手元の資料 数字を変えてなくて たしか858名となっておりますが 訂。 、 、 、

正させていただきます 859名が正しい数字です スライドの数字が正しい数字なので 恐。 。 、

縮ですがご訂正いただければと思います。

（スライド）

ちょっと見にくいのですが、お手元の資料にあると思いますが、植物防疫所というのは

。 、横浜をはじめとしまして全国に５か所設置されました本所です ヘッドクォーターですが

それを中心としまして全国の港、海の港、空港、こういったところの76か所に設置されて

おりまして、こういったところで外国から入ってくるいろいろな農作物の検疫を行うとい

うことでございます。

（スライド）

これは当たり前ですが、我が国だけでなくてどこの国でもやっています。国際的なルー

ルがございます。１つは、ここに書いてございますが、衛生植物検疫措置の適用に関する

協定（ＳＰＳ協定）と書いてあります。先ほどの消費・安全部長のお話の中で検疫という

のは３つあるとありました。食品の検疫、これは厚生労働省の仕事です。外国から入って

くる食品の残留農薬とかこういったものの検疫。それと動物の検疫。これは肉とかで、農

林水産省の動物衛課のほうでやってます。それと植物です。

これらの規制はある意味では非関税障壁になる。政策的によそから輸入したものにうん

と厳しい条件をつけて輸入できないようにする。逆に、輸出したいときにはできるだけハ

ードルを下げてほしいということで、そこは非常に技術的なんですが政策的にも使ったと

いうこともありました。その後ＷＴＯができまして、その中にそういうような非関税障壁

になるもので貿易的なものについては技術的な根拠をきちっとしていこうということにな

りました。ここに書いてあるように必要以上に貿易を阻害しないようにしようということ

で、国際ルールができまして、ＷＴＯの中に衛生植物検疫措置に関する協定、ＳＰＳ協定

というものができました。

もちろん、これは大前提としまして自国の植物を適正に保護しつつ、ただしできるだけ

貿易を阻害しないようにする。自国の農作物を保護するのは大事です。かといって科学的
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根拠もない制限をすると、それは逆に厳しすぎるということで、一番下に書いてあります

がＷＴＯに対して植物検疫措置が厳しすぎると訴えられる。逆に、輸出しようとすると相

手国がひどいことをやっていると訴えることができるということでございます。こういう

ものが１つでございます。

（スライド）

２つ目は、今いいました衛生措置という横断的な措置とは別に、植物の検疫だけで１つ

の国際ルールがございます。これがＩＰＰＣ（国際植物防疫条約）といっておりますが、

この条約でございます 英語でInternational Plant Protection Conventionとなっていま。

すが、植物及び植物生産物に対する有害動植物の蔓延と侵入防止を図ることを目的とした

条約でございまして 平成18年１月31日現在 143か国 ほとんどの主要国が入っているわ、 、 、

けでございますが、こういう条約があります。

我が国は昭和27年にこの条約を批准しております。

（スライド）

次に先ほどの植物検疫のジャンル分けしました、まず一番上の輸入検疫というところの

ご説明をしたいと思います。

（スライド）

輸入検疫と申しますのは、海外から病害虫が我が国に侵入して、これらがまん延して農

作物に被害を及ぼすことを防ぐために行われるということでございまして、具体的にいい

ますと輸入の禁止です。それと輸入農作物の検査、検査結果に基づく消毒・廃棄等の措置

ということでございます。

検査の結果、病害虫が発見されたりすれば、その場で消毒あるいは廃棄処分をするとい

うことでございます。

（スライド）

現在、輸入植物検査件数はどのぐらいあるか。お手元の資料にありますが、例えば平成

17年でいうと約80万件の検査が行われております。穀物、飼料、木材、青果物、切り花、

種子、栽培用の苗・球根、こういう内訳でございます。国際物流の進展、さらに冷蔵技術

の発達等でますます国境が低くなっておりまして、ごらんのとおり急激に増えてきており

ます。

（スライド）

増えてきますと、当然、それだけ病害虫がくっついて入ってくるリスクも高くなるわけ
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ですが、こういったところで植物類が入ってくるときにどういうふうに検疫が行われるか

ということで、検査の流れについて説明します。

大きくここに書いてある３つです。一番右でございます。検査不要品。例えば高度に加

工されたもの。ドライフルーツみたいなもの。例えばアンズとかマンゴウがありますが、

ドライフルーツみたいなものにまで加工されてしまっているので病害虫がついていること

はない。こういったものは検査なしで輸入はできます。

一番左にございますが、逆に輸入禁止品ということで、我が国に未発生で被害が大きい

、 、ため また検査で目で見て発見するのは困難なような病害虫が付着する可能性のある植物

こういったものは輸入禁止です。

それと、病害虫そのものも禁止です。

それと土も禁止です。土には目に見えない微生物、病害虫、特にカビとかバクテリア、

そういったものが入っている可能性が高いということで、土そのものも輸入禁止です。

このどちらでもないものが真ん中でございます。輸入禁止品でもなく、検査不要でもな

いものというのは検査を受けて合格した場合に輸入可能となっております。

（スライド）

検査を受けるものはどのような検査がなされるのかということです。まず、輸出国が発

給した検査証明書があるかどうか。あるいは病害虫がいるかいないかについて検査する。

その検査証明書は輸出国において輸出する際、当局がこの荷については病害虫がいない

ことを確認したという証明書でございます。このような証明書があるか、あるいは病害虫

がいるかを検査します。

（スライド）

２つ目の病害虫がいるかいないかの検査の手順です。病害虫はもちろん発見されなけれ

ばそれで合格になります。病害虫が発見された場合には不合格になります。不合格になっ

たらどうするか。くん蒸等で消毒する。病害虫を退治する。そういうふうにやれば合格で

す。

ただ、これによって品質が劣化したり、ある意味では売り物にならなくなった場合には

廃棄ということです。いずれにしても病害虫が発見された場合にはそのまま入ってくるこ

とがないように消毒がされるということです。

（スライド）

これは実際に現場で検査している状況です。これは港です。コンテナが積み出されてき
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まして、左は野菜です。右はオレンジです。ああいう形でまず目視で検査します。

（スライド）

左は丸太です。木材も植物の範ちゅうになりますので、これも検査の対象になります。

こういったものも樹皮に虫がついていないか検査します。

右は小麦です。大きなプールみたいになっていますが、あの中に入ってすくってふるい

にかけて、そして虫がいないかどうか検査します。非常に大変な作業でございますが、こ

ういったものを日夜やっています。

（スライド）

空港です。先ほどの船と違いまして、量が少ないのですが、逆に日持ちのしない生鮮植

物、生鮮農作物、切り花とか多種多様なものがどんどん入ってきます。種類が多いことと

スピードが要求されるという特殊性が港の検疫と違うところです。

苗の検疫、ゴレンシ、切り花、パプリカ、こういったものを検査しています。目視で見

てふるって、虫がいないか、そういったふうにやっているところです。

（スライド）

。 、これは空港における旅客携帯品の検査例です 皆さんが外国に行って帰ってくるときに

ご経験があるかどうかわかりませんが、お土産として日本に持ち帰るすべての植物は検査

を受けなければならないことになっています。これまでこういう制度にお気づきでなかっ

た方は、ぜひこれから気をつけていただいて、きちっと検査を受けていただくことが大事

だと思います。この手荷物検査はあとでまた詳しくご説明させていただきますが、成田に

帰ってきますと植物検疫のコーナー、パイナップルとか花のプレートがあります。そうい

う植物等をお持ちの方はこちらのカウンターにという案内がありますので、そちらに行っ

て検査を受ける。禁止だったらそれは持ち込めないので、残念ながらそこで没収になりま

すが、禁止でなければ合格となります。こういったものを空港ではやっているということ

でございます。

（スライド）

。 。次に先ほどの３つのジャンルの一番左の禁止品というのがありました 禁止品とは何か

冒頭のビデオに出ていた我が国に未発生のチチュウカイミバエ、これは日本にはいないん

ですが、アメリカ、ヨーロッパのいろいろなところにいます。非常に繁殖力が強くて、寄

主範囲の広い、非常に重大なというか、入ってきたら大変な被害を及ぼしてしまうミバエ

ですが、こういったものは入ってきた場合に影響が非常に大きい。
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また、目視だけの検査だけでは発見するのが困難なようなもの、そういったものがつく

可能性がある植物は禁止品です。

さらに、病害虫そのものはもちろん禁止ですし、土ももちろん禁止です。

植物や土を通じて病害虫が我が国に侵入した場合に非常に大きな被害をもたらすという

ことで禁止になっている。こういう理由でございます。

（スライド）

お手元の資料には禁止対象病害虫の例としてたばこべと病とかコドリンガ、チチュウカ

イウミバエ、クインスランドミバエの具体的な病気とか虫の絵があると思います。こうい

ったものが日本が禁止している重要な病害虫の一部でございます。

（スライド）

、 、 、 、旅行者の持ち込みが禁止されている植物の例としまして ゴレンシ ライチ マンゴウ

マンゴスチン、ランブータンがあります。ただ、これは地域によっても禁止かどうか違い

ますので、注にも書いてございますが、我が国に持ち込み禁止されている植物は渡航国に

よって異なるので詳しくはそこにホームページのアドレスがありますが、植物検疫所のホ

ームページでご確認いただければと思います。

（スライド）

次に条件付輸入解禁をご説明したいと思います。先ほど原則禁止ということで輸入禁止

植物といいましたが、ただ、これからご説明いたしますが、ある条件をクリアすれば病害

虫が我が国に入ってくるリスクは問題ないということで、可能になります。

ここに書いてあるように禁止といいながらも外国の珍しい果物を食べてみたい消費者の

思いもある。また、日本のマーケットに対して輸出したい、こういうような要望があった

場合に輸出国が先ほどの重要な病害虫が付着しないような細心の注意を払って栽培して、

病害虫が果物、野菜につかない状況、あるいはついたとしてもきちっと消毒して、日本に

入ってくる段階では問題のない状況にするというようなことが確立して、我が国としても

そのとおりだと確認できた場合には、そういう条件のもとで輸入は解禁になるということ

です。

（スライド）

お手元の資料では輸入禁止植物、輸入解禁の条件の例として、対象の病害虫無発生の確

、 、認ということで 外国の農家の方や試験場の方がフェロモントラップという罠を仕掛けて

そこで問題がないかどうか、虫がそこにいないかどうかのチェックをしたりします。
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（スライド）

もう１つは具体的な消毒の方法と輸出検査の確認です。例えば消毒すれば問題がないと

いうことで入ってくる場合には、日本の植物防疫官が現地に行って、消毒がきちっとやら

れるかどうかを確認しております。

これは国によっても、ものによっても違いますが、数週間から最長４か月、私のあとに

お話しされます岩本塩釜支所長も何回か行っておりまして、南アフリカにも４か月、通常

単身でございますので、家族と離れ、地球の果てまで行ってそういう検査をするというこ

とで、今日お集まりの皆様方はそういうことはご存じないかもしれませんが、そういうこ

ともやって日本に入ってくる植物に対して問題がないかどうかをチェックしているわけで

ございます。

（スライド）

これまで問題がないということで確認ができて解禁された植物の例でいいますと、ハワ

イのパパイヤ。タイのマンゴスチン、マンゴン。フィリピンのマンゴウ、パパイヤ。オラ

ンダのピーマン。南アフリカのグレープフルーツ、アメリカの乾牧草とかさくらんぼ。オ

ーストラリアのオレンジ、マンゴウ。チリのさくらんぼ。

スーパーとかデパートに行って外国産の果物とか野菜をごらんになったとき、なにげな

く入ってきているのではなくて、そういうような病害虫が入ってこないように長い期間協

議したのち、防疫官が行って、消毒がちゃんと行われているかどうかを確認して初めてス

ーパーに並んでいると思っていただければ非常にありがたいなと思います。

（スライド）

我が国に解禁要請がどんどん来ています 36か国１地域 計112件というので 全部リス。 、 、

トアップさせていただきました。これは現在、日本の行政にプレッシャーがかかっていま

す。早く入れてくれ。いや、こんなデータではだめだから、しっかり害虫がいないことを

、 。 、確認してくれとか 消毒技術もいいかげんなやり方ではだめだ こういうやりとりをして

場合によっては専門家が行ったりしてやっています。

（スライド）

これだけあります。112件です。

、 、 、 、 、 、 、アルゼンチン イスラエル イタリア インド インドネシア エジプト エクアドル

オーストラリア、オランダ、カナダ、ギリシア。

次はコスタリカ、ドミニカ、ニューカレドニア、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、
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フランス、ベトナム、ベルギー、ペルー、ボリビア、モロッコ。

レバノン、中国、台湾、トルコ、マレーシア、米国、ペルー、南アフリカ、チリ、パキ

スタン、バハマ、メキシコ、プエルトリコ。

見ていただくとおわかりのように、パパイヤやマンゴウというあまり我が国にないよう

な熱帯植物、こういったものは特に我が国には問題ないですが、我が国がつくっているよ

うなサクランボ、リンゴ、ブドウ、こういったものは我が国の農業生産と競合したりしま

す。ご存じのようにアメリカのリンゴとかありますね。今、アメリカのリンゴは事実上、

日本の消費者の嗜好に合わないということで実質的にはあまり売れていませんが、そうい

うのが入ってきます。

ただ、ここで誤解していただくと困るのは、植物検疫というのはあくまでも外国から要

請があったとき、病害虫の侵入リスクがないということがきちっとデータに基づいて判断

できたら、仮にその作物がが日本国でつくっていても、あるいは日本国の農業生産と競合

したとしても、それは技術的な観点から解禁しなければいけない。ここで別の理由で、技

術的な理由でない理由で不当に検討を遅らせたり、あるいは拒否したりすると、ＳＰＳ協

定により必要以上に貿易制限的だということで訴えられてしまいます。訴えられてしまう

と、それで負けると必要以上に厳しい措置と判断され、リーズナブルなレベルの措置に変

更する。そうしないとＷＴＯの世界では違反になってしまうということでございます。

そういう意味で 今我々も112件について粛々と検討を進めていますが なかなか大変か、 、

なということでございます。

（スライド）

次に条件付といいますか、輸入するときに病害虫のリスクを問題ないレベルにする検疫

措置の１つとして隔離検疫というもかのがあります。これをご説明したいと思います。

虫などは見た目でわかるのですが、ウィルスなんていうのは輸入時点での肉眼での検査

。 、 。は事実上発見不可能でございます ここに書いてありますが 栄養繁殖する植物の種苗類

栄養繁殖というのは種みたいに植えるものではなくて、挿し木とか株分けとかクローンで

すね。こういったもので増殖する植物の種苗類は輸入するところの港または空港での検査

の後、すなわち肉眼での検査のあと、それで確認できないウイルスがいるかもしれないの

で、隔離ほ場で一定期間栽培して、精密検査を実施しております。

お手元の資料では隔離検疫対象種苗ということで、ゆり、チューリップの球根とか、ば

れいしょの塊茎とかさつまいも塊根、果樹の苗木、さとうきびの生茎葉、地下部、こうい
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ったものが主要な隔離検疫の対象となるものでございます。

（スライド）

具体的にどういうふうにやっているかというと、接種検定ということで、そういう植物

に接種してウイルスがあるかどうか、接ぎ木して検定したり、あとはもう少し分析的に電

子顕微鏡で直接に観察したり、最近は遺伝子診断のＰＣＲ法でやったりして、ウイルスが

いないかどうかを確認しているということです。

（スライド）

輸入検疫の話は終わりまして、次に輸出検疫の話に移らせていただきたいと思います。

我が国からよその国に輸出するための検疫です。我が国からよその国に輸出する農作物

がその国が求める条件を満たしているかについて、輸出する際に行う検査を輸出検疫とい

っております。

。 。ここに典型的な例が書いてあります 我が国からはＥＵ向けに盆栽が輸出されています

これは重要な品目でございまして、今、日本の防疫官が輸出にあたって病害虫がいないか

どうか確認検査している状況です。

また、アメリカ向けのナシの日米合同検査とあります。アメリカの検疫官が来て、日米

でアメリカ向けのナシの輸出に当たっての合同検査をしたりしています。これが輸出検疫

です。

（スライド）

我が国からよその国に輸出する場合、よその国が要求する検疫条件があります。なお、

日本にいる病害虫がその国にも普通にいる場合とか、何ら日本と状況が変わらないような

場合には輸出検査不要ということになります。逆にチチュウカイウミバエの裏返しで、日

本にいる虫で輸出国にはいない、その国にとっては重要な害虫、例えば日本で普通にいる

リンゴとかナシのモモシイクイガというガがいますが、これはよその国ではいないという

ことで輸入禁止といわれると輸出できません。ただ、輸出検査で合格すれば輸出可能とい

う、リスクの小さいジャンルの病害虫もあります。こういったことで輸出検疫をやってお

ります。

（スライド）

お手元の資料で実際に日本からの輸出が可能な植物ということで、いちご、かき、さく

らんぼ、これについてはシンガポール、タイ、マレーシア、韓国、インドネシア、ベトナ

ム。輸出先国の規制で不要とか必要とか書いてあります。こういったものが一定の条件の
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もとで輸出ができることになっております。

（スライド）

輸入検疫で申し上げましたが、一定の条件をクリアして、病害虫のその国からの侵入の

リスクが問題がないというレベルになった場合には輸入できるようになると申し上げまし

た。我が国から外国に輸出する場合にも全く同じでございまして、今我が国においてよそ

の国へ輸出したり、我が国の生産者が輸出を要望するもので、相手国の業者、商社なども

日本の農産物は品質が高いので輸入したいといっているものがあります。中国への米の輸

出、韓国へのりんご、なしの輸出、オーストラリアへの温州みかん、こういったものは現

在の輸出では不可能ですが、非常に生産地から熱い期待を持たれています。相手国の輸入

業者あるいは商社からも非常に要望が高い、こういったものについては我が国からそれぞ

れの国に輸出解禁要請をしています。実際に交渉しているところでございます。解禁のた

めのディスカッションがスタートして、相手国は輸入禁止と主張し、我が国はこういう理

由でこういうことをすれば問題なくなるということをディスカッションして、合意すると

その国に対して輸出ができるようになるということでございます。

（スライド）

日本は農業がどちらかというと守りだ、農業者の高齢化とか農地も減ってくる、食料自

。 、 、 、給率40％ということでじり貧だと言われています ただ最近 特に東南アジア 東アジア

中国でいえば南の上海、台湾に富裕層が増えてきて、日本の高いりんご、なしでもどんど

ん買ってくれる。昨日も国会でも論戦がありましたが、日本では例えば工業製品でも高い

ものでも品質がよければよその国が買ってくれるのと同じで、日本の農作物も品質がよけ

れば高くても買ってもらえる時代になってきたということです。

価格競争すれば低賃金の国に負けてしまうが、品質がよければ高いものでも買ってもら

えるのだということで、日本農業の振興も兼ねて輸出にも力を入れろということで、農林

水産省としても農林水産物の輸出倍増計画を策定しまして 2004年に3,000億円の実績でし、

たが、５年後の2009年には倍増しようということで、いろいろなＰＲ活動とか品質向上を

やっています。

輸出阻害要因の是正と書いてありますが、その大きなキーとして植物検疫がある。動物

検疫もあるのですが、そういったものにより輸出したいと思っても向こうの国の検疫条件

をクリアしないと出せないということで、輸出検疫の重要性が高まっているところでござ

います。
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（スライド）

これまで我が国から外国に対して解禁してくれと言いまして、いろいろな協議をしまし

、 、て合意してクリアになって解禁できるようになった国 これはりんごについてはアメリカ

平成６年です。オーストラリアは平成11年、ニュージーランドは平成５年に可能になって

います。

ナシもアメリカ、オーストラリア、カナダに輸出可能です。

温州みかんはかなり古い歴史があります。アメリカで昭和42年から可能になりました。

ニュージーランドもです。そして柿もそうです。

ここで一言申し上げたいのは、せっかく開いても常に安定的に輸出しないと向こうも困

るわけです。そこは生産者に頑張っていただいていれば、ずっと輸出できるのですが、向

こうの嗜好に合わない点もありますが、安定供給できないということで、解除したものが

全部常に大量に輸出できているというわけではありません。幾つかは解禁したけれど、今

は実質的に輸出されていないというのもあります。

ですから、検疫がクリアすれば自動的に輸出が伸びるということではないということは

ご理解いただきたいと思います。

（スライド）

現在、交渉中の国と品目をあげています。我が国から解禁要請を向こうにお願いして、

輸出したいということで向こうの検疫条件について議論しながら合意をしようと進めてい

るものがここに書いてある５か国とＥＵで延べ20件です。韓国、りんご、ナシ。オースト

ラリアの温州みかん、もも、ぶどう、ネクタリン。ＥＵのサクラ苗木。アメリカの柿。中

国の11品目。コメも含めてです。タイのかんきつ類。こういったものは我が国からその国

に対して我々も一生懸命にデータをつくるから解禁してくれと交渉している品目と国名で

す。

（スライド）

たまたま１週間前、新聞に出ていたので、ごらんになった方もおられると思いますが、

昨年の輸出の実績が出ました。2004年から2009年までの間に倍増ということでしたが、20

04年の１年後の2005年、12.1％伸びております。もちろんこの中には水産物のホタテとか

も入っていますが12.1％増えました。この中で農作物についていうとりんご、コメ、これ

は伸び率が高い品目でございます。りんごは前年度から82.4％伸びています。コメ、援助

米を除く通常の貿易品目としてのコメについても35.8％の伸び率です。
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これは検疫だけでなくて、販促活動によりまして、特に台湾向けの輸出が増加したとい

うことで非常に伸びています。我々も力を入れてやっていきたいと思っております。

（スライド）

次は上から三つ目の国内検疫についてのお話をさせていただきたいと思います。

国内検疫のうち、水際で外国からの病害虫の侵入を防止するのですが、不幸にして入っ

てきてしまった場合というときにどうするかということです。

日本は南北は長いし、また標高差も大きいという、多種多様な病害虫が生息する可能性

のある気候になっております。

国内検疫というのは移動規制のことを説明しますと、重要な病害虫が入ってきてしまっ

たといった場合、ある地域において発生している場合、その地域から病害虫が付着するお

それのある植物の移動を禁じる措置を移動規制といっています。

冒頭でお話ししましたように、ウリミバエ、ミカンコミバエ、こういったものが発生し

していて、沖縄とか八重山、小笠原からのみかん、かんきつ、果菜類は本土には移動でき

なかったわけです。それによって本土に病害虫が持ち込まれてしまうということで禁止し

ました。禁止しつつ、病害虫をなくしたら晴れて本土にも持ってくることになるわけです

が、そういう移動を規制することが国内検疫の１つでございます。

（スライド）

、 、 、 、具体的にいうと最近の移動規制の例としまして 沖縄県の全域 奄美群島 トカラ列島

小笠原諸島から本土への持ち込み禁止という植物がさつまいもの生塊根です。これは本土

にいないアリモドキゾウムシという重要な害虫がいるので、これは今は持ち込めません。

同じように沖縄県全域から奄美群島を含む本土にはかんきつの苗木類は持ち込めませ

ん。これはカンキツグリーニング病という病気で、それを媒介するミカンキジラミがつい

ているということで持ち込めない。ということで移動規制を植物防疫法に基づいてしてお

ります。

（スライド）

最後に緊急防除についてお話ししたいと思います。これまでご説明しましたようにまん

延防止をやっているわけですが、それにもかかわらずに入ってきてしまった場合、急激に

まん延して農作物に大きな被害を与える場合に、緊急防除ということで、これは農林水産

大臣が命令を発動します。これによって緊急防除が実施されるということです。

（スライド）
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具体的には植物の廃棄を命令する。地方公共団体などに協力を指示する。これは通常の

農家の方たちが防除するというレベルではございません。ある意味では強権力の発動でご

ざいます。指定された病害虫がついていた場合には廃棄するとか、そういったものを強制

的にやってまん延を防止するということでございます。

（スライド）

緊急防除を実施した例ということで、鹿児島のイモゾウムシの防除についての例をあげ

ています。平成９年12月にイモゾウムシという害虫が確認されまして、平成10年６月に緊

急防除を発動しました。

いろいろな強制的な防除といいますか、あるいは廃棄とかそういうような措置を実施す

ることによって平成16年５月に根絶できました。根絶できて、それを確認して緊急防除の

終了ということで、また通常の状態に戻って植物の移動は可能になったということでござ

います。

（スライド）

侵入警戒調査ですが、緊急防除というのは入ってきた場合に、先ほど緊急避難的に防除

するのですが、侵入警戒調査はその前段として常によその国から入ってくるかとか、例え

ば日本でも移動を規制しているところから入ってくるかどうかを常に水際で侵入警戒調

査、調査をしておかないといつのまにか入ってきてしまうということで、人の例と対比し

ていますが、早期発見すれば治療が簡単という病気の例が出ていますが、それと同じよう

に早期発見すればするほどまん延防止、駆除が簡単にすむ。お金も時間も少なくてすむと

いうことで、そのためにも病害虫の早期発見のための取組として侵入警戒調査を実施して

おります。ここに書いてありますように病害虫の侵入を警戒する全国の港、空港、畑、果

樹園で定期的に実施しております。

（スライド）

具体的に申し上げますと、対象病害虫でチチュウカイウミバエ、アリモドキゾウムシ、

火傷病、こういったものを例としまして畑や果樹園、あるいは主要な海とか空の港、こう

いったところでトラップ等を設置しまして、こういうものが引っかからないかどうかとい

うことを調べているわけでございます。これは国と都道府県と共同してこういう地点を設

けてやっているところでございます。

お手元の資料には侵入警戒調査の具体例としてトラップ調査があります。空海港とか、

畑、果樹園などにトラップ、トラップというのは罠ですが、病害虫が好むようなフェロモ
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ンみたいなものを入れておいて、そういったところにおびき寄せられて、ゴキブリホイホ

イみたいなものですが入ってきて、そこに粘着式のものがあって引っかかるというような

もので、あるいはそこでつかまる。

巡回調査ということで右側にございますが、ああいう形で通常の形で果樹園などでもこ

ういうふうに検査しているところでございます。

お手元の資料にトラップの具体例ということで、いろいろなトラップの種類を示してい

ます。こういったもので調べているということです。

（スライド）

参考になってしまいますが、よその国でどのような検疫をやっているかという例です。

これはオーストラリアです。オーストラリアは州を越えた場合、ある州からある州、別の

州にいる病害虫がその州にはないということで検疫をしっかりやっているということで、

州境といっていますが、境を越えるときに植物検疫を行っているということで、１つの例

としてあげています。

よく外国でも国境を越えるときお酒とか食品類で関税をかけるとか、禁止されているも

のをチェックすることがあるのですが、同じように植物検疫の観点からも州を越えるとき

にやっているという例がございます。

（スライド）

この地域に果物を持ち込むと罰金ですよということです。あれはミバエの絵ですが、こ

ういう害虫がいるのでフルーツを持ち込んではいけませんよ、そして、持ち込むと罰金で

すよということです。こういった警告を発しているということです。日本はこういうふう

にはしていないので、１つの参考になるのではないかということでございます。

（スライド）

今後の植物検疫です。今まで現状をご説明させていただきましたが、今後どうしていく

かを考えなければいけないと思います。

、 、先ほど申し上げましたように どんどん物流が増えて国際的な貿易が盛んになってきて

消費者の嗜好も多岐にわたることによって、輸入も増えている。あるいは、輸入品購入意

欲も高まるということで、検査数が増えてきています。先ほど防疫官が18年度末見込みで

859人と申し上げましたが とても検査件数の伸びに対応したように人員は増えておりませ、

ん。そういったときに、今後は植物検疫も重点化する。メリハリをつけてリスクの大きい

ものはきちっとやるし、リスクがあまりないものは一律的に今までと同じように必要以上
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に厳しく検査することはないのではないか。メリハリをつけていかないと、逆にリスクの

大きなものも見過ごしてしまう可能性が高いということで、一層の重点化を図っていかな

ければいけないと思います。

植物検疫の国際ルールとの調和。これも日本だけが国際ルールに外れたことはできない

わけですし、こういったものをやっていかなければいけない。

年々、海外旅行者が増えてくるということもありまして、携帯品の検査は強化しなくて

はいけないというような３点を今考えております。

（スライド）

現在、輸入の増大、多様化の進展ということで、今申し上げましたが食生活の多様化と

いうことで輸入量、輸出国、地域、品目が増加しております。平成７年に検査件数が57万

件だったのが 10年後の平成17年には80万件に増えております 金額数にしても7,000億円、 。

が8,000億円 これはお手元の資料は16年のベースで書いてあるのですが 新しい数字があ、 、

りましたのでご訂正いただければと思います。平成16年を平成17年に直していただきまし

て、検査件数80万は変更ありません。検査品目の8,300は8,400で書いてあるとおりでござ

いまして、輸出国地域数が178と書いてあるのが179が正しい数字でございます。こういっ

たふうに増えております。

（スライド）

それによってどういうことになるかというと、当然、新たな病害虫が入ってくる可能性

も高まるということで、メリハリをつけた検疫をやらないと、とてもではないけれども対

応できなくなる。メリハリをつけた検疫とは何かといいますと、病害虫の危険度、リスク

です。病害虫危険度解析といっていますが、これはペスト・リスク・アナリシスという英

語の略でＰＲＡといっていますが、こういったものをきちっとやって、病害虫のリスクを

明らかにして、リスクの高いものは厳重な措置を講じるし、リスクの低いもの、入ってき

てもそれほど問題がないものは、例えば今までみたいに何でもかんでも消毒するというよ

うなことをしなくてもいいのではないかということでございます。

（スライド）

次は国際基準との整合性ということで、国際基準の進展を踏まえた国際的な検査手法と

の調和ということで、先ほど申し上げました国際植物防疫条約において、植物検疫の国際

的なルールづくりが進展しておりまして、この条約が1997年にいろいろな観点でかなり大

きく改正されています。そして、それが昨年10月２日に発効しておりまして、日本もそれ
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に対応して見直していかなければいけないなと思っております。それと先ほど申し上げま

したようにＷＴＯのＳＰＳ協定を規範として、必要以上に、ちゃんと科学的な根拠に基づ

いた措置だったらいいですが、それに基づかない必要以上に厳しい貿易阻止的なものはよ

ろしくないということで、そういった国際調和がどんどん進展していますので、最後に書

いてありますように日本の植物検疫の措置が必要以上に貿易を阻害しないようにしていか

なければならないと思っております。

（スライド）

何年かアメリカと争ってきたのですが、我が国の植物検疫規制が厳しすぎるとの意見が

あるということで、米国産りんごの火傷病に係るＷＴＯ紛争ということで、昨年８月に決

着したのですが、日本がアメリカからりんごを解禁して、その解禁の条文が火傷病が入っ

てこないようにするために厳しい措置を講じたのですが、アメリカからはそれは厳しすぎ

る、技術的にそこまでしなくても火傷病は入らないと主張しました。日本はそんなことは

ない、妥当な措置であるということでずっとアメリカと争っていて、結局、先ほどのＳＰ

、 、ＳというＷＴＯの土俵のところでアメリカに訴えられまして ずっと争ってきたのですが

上級審のところでも最終的に敗訴しまして、結果、日本の措置は必要以上に厳しすぎる。

アメリカが提案していた措置でも火傷病は問題がない、入ってこないということになりま

した。日本の措置をアメリカが提案したように、消毒する等としていたものを目視、目で

成熟した果実であって、かつ火傷病の病状がなければ火傷病に罹病しないのだということ

、 、 。で その程度の検査でもリスクが防げるので そういう検査に改めたところでございます

こういったような形で、現実的にも厳しすぎる場合はそういうふうに訴えがあって、延

々と争う。裁判みたいなものですが、最終的に厳しすぎるということで、妥当なといいま

すか、そういったものにしなくてはいけなくなるので、これからはデータに基づいて必要

十分な形でやっていかなければなりません。ここに書いてありますが、我が国のルールを

調和させると同様に、日本から輸出解禁をお願いしているところが我が国から見て、技術

的に見て必要以上にわけのわからない措置をつけているとか、こうなったら逆に我が国も

ＳＰＳに訴えてデータを提供しつつ、それは必要以上に厳しすぎると訴えて、逆に相手の

措置を妥当なものに下げるというふうにしていかなければいけないと思っております。

（スライド）

これはお願いですが、我が国に過去においていろいろな病害虫が入ってきております。

どうして入ってきたかは、はっきりわからないのですが、いろいろと考えられまして、１
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つは携帯品、こういったもので外国から持ち帰りになるケースが増加して、この中には重

要な病害虫が侵入する危険性が当然、件数が増えればリスクも増えるわけで、これは携帯

品の検査を強化する必要があるということで、空港等でポスターなどによって広報してい

ますが、そういったものだけでなくて、さらにもう少し踏み込んで意見交換会をやってお

ります。そして、渡航者の皆様方にお願いしております。

あと、試験所の方、農家の方が海外視察とか、海外に行って、例えばよその国の苗木と

かを接ぎ木して試験的にやってみようと思ってもらってきたりする場合、それはきちっと

届けてもらわないと植物防疫法違反になります。黙って持ってきて、そこからウイルスと

かいろいろな病気が入ってくることも考えられますので、ここは一般の海外渡航者だけで

なくて、そういう試験研究の皆様方もそこら辺は十分にご注意されて、それはちゃんと検

査を受ければ問題がない場合もありますので、検査をちゃんと受けていただくようにお願

いしたいと思います。

（スライド）

先ほどの携帯品検査の手続きの話に戻りますが、改めてお願いといいますか注意喚起を

したいのですが、全国の主要空海港の到着フロアに必ず植物検疫カウンターが設置されて

います。若干は税関といいますか通関場所が離れているので見にくいところがあるかもし

れませんが、必ずあります。ですから、植物を持ち帰った場合には税関検査前に植物検疫

カウンターで検査を実施していただきたい。検査に合格したら当然、持ち込むことができ

ます。

ただし、持ち込めないものとか、不合格の場合には廃棄または消毒されます。これは当

然でございます。輸出国においてそういう情報がなかったり、知らないで持ってきて、高

いお金を出して、そこでだめになったということでクレームがつくようでございますが、

そういったものは我々はきちっと広報活動をしていかなければいけないのですが、旅行さ

れる方もそこら辺は気をつけていただきたいなと思います。

ただ、あまり言いたくないのですが、そこで違反ということで最悪の場合は３年以下の

、 。懲役または100万円以下の罰金に処せられますので ぜひそこら辺はご注意いただきたい

これはお願いでもありますが、よろしくお願いしたいと思います。

お手元には今日、仙台でこういう会議を開催させていただいたということで、仙台空港

の植物検疫のカウンターとか、さらに成田空港の国際空港の植物検疫カウンターの場所の

地図を入れさせていただきましたので、こういった検査がありますので、ぜひご協力をい
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ただきいと思います。

（スライド）

最後に、植物検疫というのは日本の農業を守るということで、それは人間の健康でいう

とよその国から変な病気が入ってきて、日本の人の健康がおかされないようにすると同じ

ように重要な食料である農作物を害する病害虫が入ってこないように水際で防ぐというこ

とでございます。

さらに最近では停滞しつつあった日本の農業を今度は攻めの農業に転じるということ

で、輸出の促進に対する１つのキーにもなっているものでございます。ですから、日本の

農業を守るためだけではなくて、日本の農業を振興するためにも検疫というのは重要な機

能で、これも頑張っていきたいと思います。

改めてお願いですが、一般の方々にもご協力いただけるものはご協力いただければ、こ

ういったものはさらに精度が高まっていくと思っております。

そういうことで、あまりなじみのない世界ではあったと思うのですが、これからはスー

パーとかデパートに行って外国産の農産物、切り花をごらんになったときに今日の話を思

い出していただければ非常にありがたいなと思います。

ご清聴ありがとうございました （拍手）。

○司会 続きまして、実際に植物検疫業務につきましては、植物検疫の現場からというこ

とで、横浜植物防疫所塩釜支所長の岩本からお話をさせていただきます。

○岩本 ご紹介いただきました横浜植物防疫所塩釜支所の岩本でございます。どうぞよろ

しくお願いします。

塩釜支所管内の植物検疫の業務の概要につきまして説明させていただきたいと思いま

す。お手元の地図がついている１枚紙をごらんください。

塩釜支所はここにもありますように、これは管轄区域を示しておりますが、北は青森県

から福島までの太平洋側を担当しております。ここにあります９つの港、６つの飛行場が

含まれる、この非常に広い地域に塩釜支所、それから出張所が幾つかございます。青森、

八戸、宮古、石巻、小名浜の５つの出張所です。それから、仙台空港に分室です。ここに

植物防疫官２７名を配置しておりまして、植物が輸入される際に植物と一緒に病害虫が侵

入しないように目を光らせております。

当支所管内の特徴として４点ほどあげられると思います。業務的には先ほど早川課長が

説明されたものが量の多い少ないはあるものの、輸入量はすべての業務あります。特徴的
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なものを４点ほどあげてみたいと思います。

第１点目は、これは北東北の畜産基地があります。これは八戸です。ここには飼料コン

ビナートがございます。このため、八戸港は全国でも有数の穀類の輸入港となっておりま

す。ここにはアメリカやオーストラリアからのニワトリ、ブタの餌、これらの主原料にな

りますトウモロコシ、それからマイロ、これが輸入されております。

また、ここ10年ぐらいの特徴ですが、イワシが世界的に不漁となりまして、輸入が激減

したということから魚粉を家畜の餌に蛋白として使っていたのですが、この魚がとれなく

なって、その代替品ということで大豆粕が入っております。従来、大豆はアメリカが世界

的な産地でございまして、ほとんどアメリカ産のものだったのですが、この魚粉に代わる

ものとして新たにブラジル、インド、こういうところから大豆粕が入ってきております。

植物防疫所では検疫データを整理しておりまして、過去に輸入実績のあるものについて

はどこの国からどのような植物が来た場合にはどんな虫がついているのかということがあ

る程度わかっております。

しかし、全く新たな地域から新しい植物、例えばブラジル、インドから入ってくるよう

な大豆粕、こういうものにはデータがございませんので輸入検査に当たっては防疫官が非

常に神経をつかうところでございます。

先ほどのスライドにもありましたように、いろいろな国からいろいろな植物が入ってく

るということでございまして、全く新たなものについては防疫官は非常に気をつかってお

ります。

新た輸入されたものから日本で今まで発見されていない病害虫とか、侵入を警戒してい

る病害虫が見つかった、こういう場合には発見された虫の名前、それからどんなふうにし

て見つかったかというようなことをコンピュータのネットワークを通って、ただちに全国

の植物防疫官に通報され、情報を共有する、こういう体制を整えております。

２点目です。これは全国で１、２位の木材の輸入港であります石巻港がございます。植

物防疫所の検疫業務の中でただ１つ量が減っているというのは木材です。その理由は検疫

の対象とならない製材が増えているということがあります。しかし、丸太と製材を併せま

した輸入数量はさほど変わっていないのではないかと考えております。

このような中で石巻港は背後に大規模な合板工場群がございます。そういう有利な立地

条件を生かしまして、依然として大量の木材が輸入されています。

これは石巻の状況です。
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３点目、これは輸送形態が外来船からコンテナ船に変わっているというものです。この

傾向は全国的なものでありまして、当支所管内におきましても仙台港や八戸港で顕著に表

れております。

管内ではどのようなものがコンテナで入っているかというと、ビール用のモルトです。

それから家畜の餌の原料が中心となっております。しかし、今後、コンテナ化が進みまし

て、それに伴って新たな航路が増えるということになりますと、これまでに入っていなか

った切り花とか果物などの輸入も行われるのではないかと考えております。

４点目です。これはりんごの生産日本一の青森県に伴うものです。これまでは輸入の話

でしたが、青森県は先人が培ってきました貴重な経験を活用しまして、りんごの輸出が行

われてきております。主な輸出先はアメリカとか東南アジアということです。

数字を申し上げますが、財務省の貿易統計によると、17年の国産りんごの台湾向けの輸

出量は昨年の12月末現在で9,500トンを突破しております。

金額は30億円です。このうちの９割は青森県産です。輸出を見てもまさにりんごの日本

一の輸出県であるということです。

アメリカに輸出される際には、先ほどスライドにありましたとおり、これは日米協議に

より合意しましたいろいろな条件をクリアしてはじめて輸出ができる。こういう青森県産

のりんごをアメリカ向けに輸出しております。

それから、港では侵入を警戒しておりますミバエなどの害虫、それから火傷病、これを

対象にトラップなどを設けまして侵入警戒調査を行っております。

検査の対象となる植物は工場で生産される工業製品とは非常に大きく異なりまして、同

じ植物でも国とか地域、その年の気象条件、畑の土、肥培管理などによりまして１個１個

違ってきます。そのため、必ず輸入されたもののあるところに出向いて行き、そして検査

をしなければなりません。書類検査で終わるということはありません。

防疫官はどのようにして虫を見つけているか。トウモロコシの場合を例に話をしてみた

いと思います。

八戸港に輸入される穀類はパナマックスタイプの船で来まして、これはパナマ運河を通

航できる最大の船です この船の大きさは全長274ｍ 幅32ｍ 例えてみれば空母みたいな。 、 、

ものです。このような大きな船で輸入されてきます。その船は５つから７つの区画に仕切

られて、その中にトウモロコシが入っております。

小学校のプールの中にトウモロコシが入っているというようなことを想像してみていた
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だきたいと思います。

最近は品質管理が非常に行き届いておりまして、害虫の付着はそう多くはありません。

、 「 」 、 、「 」しかし 検査に当たりましては 篩い というものを使って 原始的な道具ですが 篩い

を使ってトウモロコシをふることになるのです。

それは非常に広いところで、やみくもにふるっていても疲れるばかりで虫が見つかりま

せん。どういうところに虫がいるかは防疫官の長年の経験と勘でございます。一番簡単な

のは、これは初級編ですが、壁に虫がはった跡がないかどうか。目によってこれを探しま

す。

その次には、穀類の中に素手を差し込みまして、穀温の高いところを探します。

それから、高度になってきますと穀類の上を歩くわけです。広いプールのようなところ

をです。水分が少ないとさらさらですから砂漠の砂のような感じで足がぬかるわけです。

水分が多いと海岸の砂浜ほどではないのですが、足がそんなに下がらない。そのぬかり具

合の微妙な差によって足の裏で虫のいそうなところを探すということをしております。

ぬかりが浅いところは水分の含有が多い。つまり虫が生息している可能性が高いという

ことです。

こういうポイントをふるいで「篩い」ますと、虫が見つかるということが多いのです。

このようにしまして植物防疫官は日々、全国各地の港、飛行場で植物についてくる虫が

いないかどうか虫の気持ちになり、虫の目線で輸入される植物の検査を行い、日本の農業

と緑の警察官として頑張っております。

また、植物検疫の実施に当たりましては皆様方のご理解とご協力が大事でございます。

これまでどおり植物検疫に対するご協力とご理解をお願いしまして、私の説明を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました （拍手）。

○司会 説明は以上でございます。ここで短くて恐縮でございますが、休憩をとらさせて

いただきたいと思います。開会は後ろの時計で40分からとさせていただきいと思います。

（休憩）

（３）意見交換

○司会 質疑応答、意見交換をしていきたいと思います。改めまして、本日の農林水産省

からの出席者をご紹介いたします。
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消費・安全局植物防疫課長の早川でございます。

消費・安全局植物防疫課種苗検疫係長の春日井でございます。

横浜植物防疫所塩釜支所長の岩本でございます。

会場にご出席の皆様方につきましてはお手元の出席者名簿に代えさせていただきたいと

思いますので、ご了承ください。

私ども農林水産省とか厚生労働省、食品安全委員会の意見交換会にご出席された方はよ

くご存じかと思いますが、テーマによっては出席者の方から白熱したご意見をいただき、

ついついお一人の発言が長くなってしまうということもあるので、お一人様のご発言時間

を２分以内に区切らせていただくというようなこともしているのですが、いかがでしょう

か、今日はそれをなしにして、皆様の心の中の時計で２分ぐらいで１回のご発言を区切っ

ていただくということでやってみたいと思いますので、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。

発言に先立たれてはお名前とご所属のほうを教えていただければと思います。

最初に今までの資料、説明につきましてご質問等を受け付けたいと思います。

○渋谷 農林水産省育種センターの渋谷と申します。20ページのスライドの下のほうです

が、どういった理由で輸出が不可能になっているのでしょうか。詳しい理由を教えていた

だければと思います。

○早川 中国は植物害虫がヒメアカカツオブシムシなど、日本にいるけれども中国にいな

い虫、それからイネもみ枯細菌病とか、そういったものがあるということで、今のところ

禁止ということになっています。

ただ籾だったらあれですが、精米なのでリスクは小さいのではないかと思います。いろ

いろなことで協議しているということでございます。よその国はそこまで求めていないの

ですが、中国は燻蒸しろとかいっています。よその国の例と比べても厳しすぎるのではな

いかということで協議しております。

韓国のりんご、ナシは確認しますが、モモシンクイガとか、そういったもので禁止にな

っていると思います。オーストラリアへの温州みかんはカンキツかいよう病という病気が

日本にあって、いずれも日本で発生しているけれどもそれぞれの国にない病気、虫がいる

ということで、リスクが大きいということで今のところ禁止されています。

○菅野 主婦の菅野と申します。横浜植物検疫所の塩釜支所の地図の資料の中でお伺いし

たいのですが、ほかのところは昨年度比が極端に多いというのはあまりないのですが、小
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名浜が282％前年度比となっています。これは小名浜の特異性で急に取り扱う量が増加し

た、そういったことで３倍近く変化したのでしょうか。

○岩本 コンテナの本数を見ていただければおわかりと思いますが、18本です。もともと

の輸入数量が少ないので、ちょっと増えるとこのようなことになります。

背景は、小名浜に昨年10月、青果物を燻蒸できる倉庫ができました。それに伴って韓国

からパプリカ、サラダに使う赤とか黄色の鮮やかなピーマンが輸入されました。これが入

ってきたことが増加の大きな理由だと思います。もともとの本数が少ないために、こうい

うものが輸入されますと数字が跳ね上がるということです。

○水野 有意義なお話をありがとうございました。私は同じ検査員をしています。早川さ

ん、岩本さんのどちらかにお聞きしたいのですが、早川さんの資料で９ページですが、検

査の流れです ２ ですが 病害虫を発見したとき 不合格となって消毒をして合格とな。（ ） 、 、

る場合、それからもともと合格のものがあります。それは欧米の有機の場合は、そこで消

毒されたら有機性がなくなってしまうということで、検査員としてはこの確認が必要です

が、今現在、ものの所有者に消毒したから合格になりましたとか、ただ合格ですとか、ど

ういった文書がなされているのか。

また、提出文書は各検疫場所において統一されているのか。それを教えていただきたい

なと思います。

虫がいたから消毒して虫がいなくなって合格になってＯＫになる場合と、もともと虫が

いなくて合格したものと両方あると思います。虫がいなくて合格であるものは有機で認め

られるのですが、虫がいて消毒して合格したものは有機で認められないので、有機の検査

員としましてはそこのところを検査のときに確認しなければいけない。そのとき確認する

ものとして文書があるのですが、それが検疫所によって文書がどこで出されているのか、

統一されているのかという問題がありまして、どうなっているのかという現状を教えてい

ただきたいと思います。

○岩本 実際は、検査の結果、合格になりますと、検査申請書に、合格という表示がされ

ております。

消毒が条件ですと、通常ですと消毒を条件として合格という輸入許可証が出されます。

この書類で今のところ確認ができるのではないかと思います。

○水野 それは様式としては統一されているものなのでしょうか。

○春日井 消毒をした場合と消毒しない場合、現物を見てもわからないのですが、植物防
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疫所としては、植物検疫結果では、病害虫がいるかいないかについて検査を実施し病害虫

がいれば消毒した後、合格となります。消毒した植物に有機の表示をするかしないかとい

うことについては、基本的には輸入者さんの判断により、有機認証の法律にしたがって表

示するという形です。

植物防疫所として出しているは、輸入車の求めに応じてどういう虫がついていたか。ど

のような消毒剤でどういう形で処理をしたかというものに関して、輸入者の求めがあれば

消毒証明書という形でだしています。

○司会 輸入者さんの求めがあればそういうものを出すという形ですね。

○水野 そこがわからなくて、私たちは検査をするとき、所有者の方を疑うわけではない

のですが、ただ合格だけついていただくと、何もなくて合格だったのかちょっとわからな

いのです。ですから、統一した文書がなければ、今後、消毒した後に合格になったのか、

虫がいなかったから合格であったというような統一した文書を出していただけたら助かる

と思いますので、ぜひご協力をいただきたいと思います。

、 。○春日井 ご要望の趣旨はわかるのですが その書類というのはどのようなものでしょう

○水野 所有者の方に。お米を輸入する人がいますね。輸入者の業者さんにそれを出して

おいていただければ、その方たちはそういう書類を文書管理しておく必要があるので、保

管したとき、このことについてはこの合格証明書があると、私たちは検査のときに確認し

ます。それが確認できたかをまた検査時に必要なので、確認している合格がどういった合

格の状況なのかわからないので、それが明確にわかるような文書にしていただければとて

もありがたいです。

○春日井 所属は。

○水野 日本防疫検査協会の水野 葉子と申します。

○春日井 そちらのほうから輸入者の方に何か書類を必ずとるように、防疫所からとるよ

うにというような要求はなさっていないのですか。

○水野 しております。どうやったら確認できますかということで、皆さんから提出され

るのですが、その書式はまちまちなんです。統一されていないので、そういった統一した

文書があるのか、私たちはわからないので、統一した文書があるのであれば、各支所から

出されるものが統一されたら、こういうものがないと確認できない。有機性は確認できな

いねということになると思います。

○春日井 植物防疫所から出している消毒証明書というものに関しては、法律とか省令で
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、 。定めた様式で出しておりますので 様式が統一されていないということはないと思います

○水野 植物検疫の地域によって違うらしいのですが、いくらか払って印鑑をこれは消毒

していない、皆さん業者さんが用意されて、これは虫がいなかったので消毒いたしません

でしたという書式を用意していただいて輸入業者さんがそういう形で用意して印鑑を押し

ていただくという形をとっているところがあったり、あとのこれで合格という文書であっ

たりとかしていますので、それが実際に大元の植物検疫所から出されれば助かるなと思い

ます。

○春日井 食品の検疫のほうと植物検疫はあるのですが、植物検疫は我々で、食品検疫は

厚生労働省が担当していますが、植物検疫においては虫がいなかったから消毒していない

というような証明は一切出しておりません。おっしゃることに関しては植物防疫所の書類

なのか。例えば厚生労働省の書類なのか分かりますか。

○水野 大豆とか米は。

○春日井 それは冒頭、早川から説明したとおり植物検疫、いわゆる日本の農業を守るた

めの所管というのは農林水産省の植物検疫所になっておりますが、人の健康のほうに関し

ては厚生労働省という形でご説明したと思うのですが、植物に対する検査としては２つ存

在しています。我々がいま港でやっている検査、いろいろな申請が出されて、いろいろな

書類をうちのほうで規則に基づいて出しており。その中に今言われたようなものは思いあ

たるような書類というのはありません。今言われたことについては、我々としてはどうい

うふうに対応していいかわからないので、この意見交換会の終了後にお話をしませんか。

○水野 大豆とお米ですので農林水産省の管轄だと思いますので。

○春日井 大豆とお米であっても農林水産省と厚生労働省と両方関係しております。

○水野 わかりました。

○早川 おっしゃることは、有機農産物として無農薬で輸入して虫がいたということで、

消毒するとそれは有機農産物でなくなってしまうということですね。虫がいないというこ

とで合格になったものと、消毒したうえで合格になったものの区別がわからないので、検

査官の方たちは消毒した段階で有機でなくなってしまうわけで、その区別がわからないと

いうことで、聞くところによると場合によっては消毒していないということの、業者がそ

ういう書類を用意して消毒していないことを証明するスタンプをどこかから押してもらっ

たりしていることがあるんだということですね。

そういう事例があるのなら教えていただいて、少なくとも我々は消毒をしていないもの
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だという、そういう証明書は出していないので、どういうところがそういうことをやって

いるのか不明なので、事例があるのなら教えていただければ調べます。

おっしゃるのは、消毒したということで有機だったら収穫地で消毒すると有機でなくな

ってしまうということですね。収穫地で消毒したかどうかということがはっきりしている

のかどうかをお知りになりたいということですね。そのときに。

○水野 はい。

○早川 それは確認します。改めてご連絡させていただきます。

○水野 よろしくお願いします。ありがとうございます。

○小林 仙台市消費協会の小林と申します。31ページでアメリカからのりんごの火傷病の

話をしていただいたのですが、今、どれぐらいアメリカからりんごが入っているのか。わ

かれば教えていただきたい。

私はアメリカ産のりんごを見かけたことがないので、どれぐらいの量が入っているのか

ということです。

もう１つはジャガイモも入ってくるというニュースを聞いたのですが、そのことについ

てももう少しお話ししていただければと思います。

日本のジャガイモに対してどんな違いがあるのか。

○早川 アメリカ産りんごですが、平成６年に解禁しまして、１年目に数千トン入ってき

ました。ただ、その後、アメリカのりんごが日本の消費者の嗜好に合わないということも

あるのですが、最近はほとんどゼロです。

要するに輸入してもメリットもないということで、買ってくれないということでゼロで

す。そういう状況です。

ですから、スーパーで目にすることがないというのはそのとおりだと思います。

ジャガイモは、ポテトチップ用の生ジャガイモに限定して、国産のポテトチップのばれ

いしょが端境期で供給できない２月から６月に限定してアメリカから輸入を解禁しまし

た。２月１日付けでしております。

ただしジャガイモは禁止品です。シストセンキュウという重要な害虫がいるということ

。 。 。で禁止です ジャガイモのがんしゅ病という病気があります これも日本にない病気です

その２つがあるから過去ずっと禁止になっていました。

ところが、アメリカから輸出したいということで解禁要請があったのですが、生のばれ

いしょやは畑で種用には種場で転用されるということで、いろいろな条件があるからだめ
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、 、 。だといっていたところ ポテトチップ用に加工するということで 解禁要請がありました

今言いました生で輸入するのですが、もちろん検査して、その後直接、港の港頭地区にあ

る加工用の工場に搬入しまして、そこでポテトチップにしてしまうという、そういうよう

な非常にリスクを抑えるような措置を前提とした上で輸入したいという要請がありまし

た。

向こうのデータと我が国の検査官がアメリカに行ったりして確認したところ、がんしゅ

病というのはかなり前にアメリカでは撲滅されていて、無いんです。シストセンチュウと

いうのもニューヨーク州だけで発生しています。

向こうが要請しているのはニューヨーク以外の州、ここから輸出したい。ニューヨーク

州は封じ込めとか移動規制とか厳しくやっていまして、ニューヨーク州からよその州にシ

ストセンチュウは移動できないように厳しく抑えています。例えば抵抗性品種を使ってシ

ストセンチュウの密度を低下させるとか、あるいはニューヨーク州のシストセンチュウが

いる農場で働いた場合には、そこから出るときには農機具をきちっと洗いなさいとかすご

、 。 。く厳しくやっていまして よその州に行かないようにしています それは確認しています

しかもニューヨーク州でない、発生しない州からしか輸入しないということで、しかも

加工用にしてしまうということで、非常厳しい措置であったので、それは科学的なデータ

に基づいても問題がないということで２月１日から解禁しています。

ただし、実際の輸入は今のところなされていません。そういう状況です。

○嶋田 主婦の島田と申します。今輸入されてきて、そのとき消毒をされていますが、消

毒が人体に及ぼす影響はどういうものか心配なのでお聞きしたい。

もう１つは、資料にありますように、17ページですが、空港における旅客携帯品の検査

例で、昭和40年代に友人がハワイに行ったとき、果物がすごくおいしかったので買って帰

ってきたそうです。ところが、空港で全部没収されたというわけです。私はお土産でそれ

がもらえなかったのが残念で、いまだに忘れないで思っているんですが、資料によります

とカウンターで手続きをするといいようなことが書いてあるのですが、その当時と今では

違うのでしょうか。

○早川 １点目は、消毒は臭化メチルとリン化アルミニウムと青酸、これはそれぞれ食品

衛生法に基づく残留農薬基準が決まっていまして、その範囲内です。消毒して、残量農薬

基準がその範囲内になるようにしています。そういう意味で残留して問題があるというレ

ベルにはないということでご安心いただきたいと思います。
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ハワイに行って、そのフルーツは何ですか。

○嶋田 ちょっと聞いていないんです。

○早川 どこの飛行場ですか。

○嶋田 空港がどこであったかは30年になるので。

○春日井 成田では。

○嶋田 その当時はまだ成田がなかったので羽田だと思います。

○春日井 皆さんにお配りした資料、三つ折りになっている資料があると思いますが、ハ

ワイには日本にいない害虫でチチュウカイウミバエ、ビデオで一番最初に流れていた世界

で最大最悪の害虫です。さらにミカンコミバエという害虫がおります。ここに書いてある

とおり、チチュウカイウミバエはいろいろな果物、野菜に加害して卵を産みつける。卵が

孵化してウジムシとなってハエになるということを繰り返します。その果実を日本に持ち

込んだ場合、日本の農作物であるミカンなどの果物などにつく。そうすると日本が逆に発

生源になってしまう。そうすると農林水産省として防除しなければいけないという形にな

ってしまうため、そういうことがないように果物そのものの輸入を禁止しています。

見てのとおり、ハワイから、ヨーロッパも多いと思いますが、アフリカもほとんどの果

物が輸入できない状態にあります。

スーパーにハワイのパパイヤが売っていると思いますが、あれは消毒して輸入する１つ

の例です。あれは逆に臭化メチルとか薬を使わない消毒で、蒸気で蒸してしまうという形

で輸入を解禁する例です。そういう形で消毒したものだけが日本に入ってきて、スーパー

などの店頭に売られています。これは、特別な果物と考えていただいて、ぜひ日本で思い

出の果物を味わっていただければと思います。

○司会 32ページの携帯品検査の手続きの３番のところ、括弧書きで少しずるかったかも

しれませんが、不合格の場合は廃棄または消毒ということになります。携帯品はそういう

残念なことになると困るので、どういった果物が検査を受ければ持ち込めるのか、そうい

ったことをお調べいただくなり、植物検疫所にお問い合わせいただくとか、そういったこ

とをしていただけると帰ってから残念なことにならずにすむかと思います。今度、海外に

お出かけの際はぜひそのようにしていただけたらと思います。

お時間も迫っておりますので、特にご質問ということでなくてもけっこうです。本日は

生産者の方、自治体の方、食品関係事業の方もいらっしゃいます。ご意見等もあるかと思

います。そういったことも含めましていかがでしょうか。
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○古内 ５ページ、全国の防疫所ですが、北海道は横浜防疫所に入るのですが、ロシアか

ら大分材木が入ってきているようです。目的によって違うと思うのですが、先ほど製材に

した場合には検疫は必要ないということでしたが、木材はパルプ用品になるのは苫小牧と

か石巻にパルプ工場があります。その辺に着くのが多くなると思いますが、ロシアの材木

に対する輸入上の制約がもしあれば参考までに日本とどのぐらい違うのか。それから、植

、 、物に対するものが日本と違い 寒いもののほうの輸入が大分多くなされると思うのですが

土壌生物はどうしているのか。夏だったらマツクイムシの被害がどの程度か、などの着目

点があるので教えてください。

○司会 まずロシアからの木材の輸入の状況というご質問だったかと思いますが。増減が

あるかとかそういうことだと思うのですが。

○岩本 必ずしも北海道が同じ状況かどうかわからないのですが、塩釜支所管内では木材

の輸入は減っております。前年の70％ぐらいのところだと思います。

丸太というか検疫の対象としているのは丸太です。鋸の入っていないものです。製材に

なる理由は２つあります。１つは仕出し国というか輸出国で自然環境保護で伐れる材が非

常に制限されている。また、仕出し国の製材の保護もありまして、製材で持ってくるケー

スが増えております。

船も丸太そのもので持ってくるより製材のほうがたくさん積めますので、そんな理由が

あろうかと思います。

ロシアから来るときはどういうところをポイントにやっているかという話ですが、木材

害虫はわかっていない部分もありまして、畑とか森林に害を与えるものがついていないか

どうかチェックしてしおります。

丸太の場合、ロシアから来るものはほとんど害虫が発見されております。その場合には

臭化メチルを使いまして燻蒸しております。

質問へのお答えになっているかどうかわかりませんが、実態はこのようなものです。

○春日井 今から10年ぐらい前ですが 約２万2,000件ほど検査があったのに対して 昨年、 、

で9,600件です。約半分以下です。

輸入した量に関して 平成７年で2,195万m3 m3は１ｍ １ｍ １ｍです 昨年は1070万、 、 、 、 。

m3で約半分となります。件数、輸入量とも10年間で半分ぐらいになっています。

○太田 株式会社宮果と申します。２点ほどお伺いします。１点目は燻蒸の方法として３

つの方法をあげていましたが、臭化メチルガス燻蒸、こちらは環境の問題から確か今後禁



- 36 -

止になるというようなことをお伺いしたことがあります。それにとって代わる燻蒸方法は

どのような方法があるのか。

それから、もう１つは、私どもで輸入青果物の取り扱いをやっています。アジアの地域

で朝鮮半島、韓国など、これが中国と輸入解禁になっている対象品目がかなり異なってい

るわけです。特徴的なのは果菜類です。ピーマン、果物、野菜、カボチャ。そのような野

菜が区別されて朝鮮半島のものはいい。中国のものはだめだということになっています。

もちろん害虫の問題で線引きをされていらっしゃると思いますが、その辺をもう少し詳し

く教えていただきたい。

○早川 臭化メチルについてはモントリオール議定書によって2005年で全面撤廃というこ

とですが、ただ検疫用途は除外されたり、あるいは土壌消毒では一部使われています。こ

れも毎年毎年モントリオール締約国会議で協議しておりまして、ほかに代替の方法はない

。 、ということできちっとデータで証明できると例外的に認められています そういう意味で

検疫燻蒸も例外として認められておりまして、いついつまでになくなってしまうというこ

とはないです。

そうはいっても全体として見れば環境の観点からもできるだけ減らしていかなければい

けないということで、代替方法を一生懸命世界的にも研究しているのですが、なかなか代

わるものはないんです。蒸熱処理とか青酸とかリン化アルミニウムとかいろいろあります

が、作物に薬害が出てしまったり、品質が落ちてしまったりということで、なかなか臭化

メチルにかわるどんぴしゃなものがなくて、世界的にも研究しています。

朝鮮半島はよくて中国はだめだというお話、これはおっしゃるとおりで、中国にいる野

菜の虫、ウリミバエとか、それが朝鮮半島にはいない。あるいは無発生地域が設定されて

いて問題がないということに入っております。

片や中国からは先ほどの表にもありましたが、野菜を含めて、今たくさん輸入されてい

ますが、中国はああいう広いところで無発生地域といっているんですが、いろいろなデー

タを見るときちっとそれが証明されていないんです。その点について両国間で今ずっとや

りとりしています。無発生であることを証明するにはトラップを一定程度の密度で設置し

て、それでいないかどうか確認しなければいけないのですが、そのトラップの密度が非常

に粗い。広いところにポツン、ポツンとしか置いていない。そこでかからなかったといっ

て、安全とはとても思えないとか、今いろいろな技術的な詰めをやっています。そういう

ところでデータのやりとり等でやっているところで、今の段階では日本に入って問題がな
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いというレベルの結論が出ていないという状況です。

ですから、害虫の種類と無発生なり、あるいは消毒とか技術によって朝鮮半島と中国大

陸は対応が違ってきているということです。技術的な問題です。

○秋谷 乾牧草生産加工をやっています。質問ですが、コンテナ検疫のときに５本のうち

２本処理される。そのときにそのうちの１本がひっかかる。そうした場合、残りの４本す

べて輸入したらだめだというのはよく理解できないんです。

例えば５本コンテナでいうと、最近はトレーサビリティとか安全性の点から１本それぞ

れ産地が違うケースがあります。ですから、その中の１本から出ても残りの４本は違った

畑から違った木を出している。そういうケースが増えてきています。ですから、例えば２

本のうちの１本から虫が出た場合もあり、４本とも検査してほしい。すべてにおいてそう

いうことがある。そういったことをご検討いただけないか。そして、虫の出たものだけ廃

棄する。でないと莫大な金額をパーにする。ご協力いただけないか。

○岩本 検査の申請の単位ですが、申請する方法は申請者に任せられておりまして、今い

ったように品物が違うというのであれば、それぞれコンテナ１本１本を別々に申請するこ

とができます。

例えばコンテナ５本を同じものとして申請した場合は抽出検査を行います。５本のコン

テナから２本を抽出します。検査結果が出てから、残りのコンテナは別だから検査をして

もらいたいということにはなりません。

検査するにはコンテナヤードで１本あたり、お金の話で申し訳ないのですが、実態はお

金がかかるわけです。わかりやすくいいますと、合格になれば抽出検査でやったほうがい

いし、不合格になれば細かく分けたほうがいい。それはお金の関係です。１本ずつ検査す

る場所にコンテナを持って行って、扉を開けて中身を出す。かなりのお金がかかるはずで

す。そういうことを考えて、同じようなロットということで抽出検査でやっている方もあ

りますし、ＢＬ単位で細かくあけて申請している。いずれも選べます。

ですから、いったん選んだものを検査結果が出た後で、変更はできません。どの荷口の

単位で申請するかは申請者側でできるような仕組みになっています。

○司会 ご質問された方はお名前は。よろしければ。

○秋谷 秋谷と申します。

○司会 今の回答はいかがですか。よろしいですか。ありがとうございました。

お時間も近づいておりますが、ほかの方はいかがでしょうか。
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課長から追加を。

○早川 一番最初にご質問ありました輸入検査に対する。中国と韓国とオーストラリアで

どういう理由で輸出ができないかについてですが、韓国はモモシンクイガを理由に輸入禁

止していると申し上げましたが、リンゴコシンクイの間違いです。リンゴコシクイという

シンクイムシが日本に発生しているので、ナシもリンゴも日本からの輸入は禁止していま

す。オーストラリアは先ほど申し上げたカンキツかいよう病のほかにはミカンバエ。日本

にいる虫が輸入禁止の理由です。こういうところが理由で日本からの輸出は今のところだ

めということで、無発生地域を設定、発生しない地域から出すからということで向こうの

国の条件をクリアするように一生懸命にやっている状況です。

○司会 訂正させていただきたいと思います。ご質問は渋谷さんだったと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

特によろしいでしょうか。

そうしましたらお時間が、４時半になりました。本日は冒頭に申し上げましたとおり、

リスク管理の１つでございます植物検疫、それについて皆さんに説明させていただきまし

た。会場の方にご質問、ご意見もいただきながらご理解を深めていただき、今後、課長も

申しましたとおり皆様にもこうした制度について機会をとらえて考えていただければと思

っております。

本日は長時間にわたりご静聴ありがとうございました。冷え込みが厳しくなっておりま

すので、足元も大変悪くなってきてございますので、お帰りの際にはどうぞお気をつけて

お帰りください。本日はどうもありがとうございました。


