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１．開会

○司会 それでは、時間になりましたので、植物検疫に関する意見交換会をただいまから

開始させていただきたいと思います。

本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。私は本日進

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冨澤と申しま

す。よろしくお願いいたします。

植物検疫については海外から病害虫が我が国に侵入することについて、まん延を防止し

、 、たり 農産物の安定した生産供給を確保する大切な制度であるということでございまして

特に多くの農産物を輸入しております我が国にとりまして重要な制度ということになって

おります。

本日はその植物検疫の取り組みの現状について、また国内防除という観点からも意見を

交換させていただきまして、今後の施策なりの参考にさせていただくような形で意見交換

をさせていただくということでございます。よろしくお願いしたいと思います。

まず、議事に先立ちまして、資料の確認をお願いしたいと思います。封筒の中に資料を

入れてございます。資料として、資料１ 「植物検疫の現状とその課題」ということで厚、

めの資料が１つと、あと「鹿児島県内での国内検疫の事例」ということで資料２が入って

いるかと思います。そのほか参考資料として「植物防疫所 「植物検疫ってなあに 「食品」 」

安全エクスプレス 「食事バランスガイド」とパンフレット等を入れております。」

また、今後の意見交換会の参考とさせていただくということでアンケート調査の用紙を

入れてございます。お帰りの際にはぜひご協力をお願いしたいと思います。

３月１６日までファックスでも受け付けておりますので、ご協力をお願いしたいと思い

ます。

続きまして、本日の進行についてご説明いたします。

最初に情報提供としまして、消費・安全局の植物防疫課検疫対策室長の方から大体１時

間程度、説明をさせていただきます。その後、実際植物検疫の現場に立っていらっしゃい

ます門司植物防疫所統括植物検疫官の方から、植物検疫所での検疫状況なりそういったも

のについて20分ぐらいお話をいただくということになります。そのあと10分程度休憩を挟

みまして、１時間ぐらい皆様とご質問なり意見を交換させていただくという形として、終

了は４時半をめどにしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
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２．植物衛生に関する情報提供

（１）植物検疫の現状とその課題

○司会 それでは、初めに「植物検疫の現状とその課題」ということで、農林水産省消費

・安全局植物防疫課検疫対策室の島田室長からご説明いたします。よろしくお願いいたし

ます。

。 。 、○島田室長 皆さんこんにちは 農林水産省の消費・安全局の島田でございます 本日は

植物防疫あるいは植物の検疫ということで、その現状と課題、このテーマについてご説明

を差し上げたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

先ほどご紹介にございましたように、植物検疫というのは農産物の輸入に関しましてそ

こで行われる検疫措置ということでございます。ちょっと資料が多うございますので駆け

足になるとは思いますが、またこのあと皆様方と意見を交換させていただくことができる

ということで、その席でもし不明な点がありましたら、お願いをします。

いずれにしましても、今回リスクコミュニケーションというものの中で植物検疫を扱わ

せていただきますので、私どもとの間でお話をさせていただくのも１つ、それからまた、

それぞれの立場の方がいらっしゃっていると思いますし、そういう立場の方々同士でお話

をしていただくのも有益と思っております。いずれにしても、植物検疫をさせていただく

に当たって、多少皆様方に窮屈な思いをさせることもあるということで、そのことに対す

るご理解を深めていただく趣旨でございますので、よろしくお願いしたいと思います。

本日、ご説明を差し上げたい内容は、大きく分けますと３点でございます。１つは植物

検疫の全体的なご説明とその必要性、それから植物検疫の現状ということ、それから近年

の取組みということで、それぞれの分野、輸入をする際に検疫をするということと、それ

から輸出をする場合に検疫があるということ、そのほか国内においても検疫があるという

ことで、こういったものについてそれぞれご説明差し上げたいと思います。

次お願いします。植物検疫についてでございます。

植物検疫ですけれども、国内外を問わず、病害虫のまん延によって深刻な農業被害をも

たらされるようなこと、そういったものに伴って、あるいは国民の生命に重大な影響を及

ぼした事例がありますということで、ご説明を差し上げたいと思いますが、海外における

病害虫の侵入被害と、日本の国内で問題となった例をご説明申し上げたいと思います。
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これは、食の安全リスクコミュニケーションということではございますけれども、幸い

なことにというのか、植物の分野の、例えば害虫とかそれから病害、そういったものにつ

いて直接人に対して健康影響があるというものはほとんどございません。という意味で、

多少関心が落ちるのかもしれませんけれども、実は我々は食料の60％を海外から輸入して

いるということでございまして、国内の農業に対する影響も大きいわけでございます。今

申し上げているのは、例えば海外から食料を輸入したときにその食料についてくる虫とか

病気が国内に入った場合には大きな問題があります。それで、これからご説明する内容は

その問題についての過去の例ということでございます。

スライドの一番右手の方に、1840年代にアメリカからアイルランドにジャガイモの疫病

が入りまして、そのときにはアイルランドの農地の40％のジャガイモ農場がこの病気の被

害を受けてしまった。それによってジャガイモが実際に病気にかかってとれなくなってし

まって、ヨーロッパの最大の大飢饉であるジャガイモ飢饉が起こっています。このときに

は100万人の人が亡くなったり、100万人がほかの国まで行かざるを得ないという事態があ

ったということでございます。

それから、こちらは、アメリカからフランスにフィロキセラというアブラムシが入った

ことによってフランスのぶどう畑がほとんど全滅してしまったという事態があって、フラ

ンスの主要な産品でございますけれども、ワインの生産に大打撃があったということでご

ざいます。

次お願いします。

日本の歴史の中で、ここに享保の飢饉というのがございます。我々の教科書の中でもこ

の享保の飢饉というのは取り上げられていますし、我々の印象だとどうも戦の中でそうい

う飢饉が起きたのではないかなというイメージでとらえていますが、実はこの時代、1732

年ごろと言われておりますけれども、水稲の害虫であるウンカというものが大発生をいた

。 、しました 日本にはその当時ウンカを防除する技術がなかったということでございまして

当時は神様に祈るとか、油をまいて、その油の中で病害虫を窒息死させるということはあ

ったわけでございますが、それではとても間に合わなかったということで、この病害虫の

大発生が起きて、稲の大きな被害が起きてしまいました。そのときは、先ほどアイルラン

ドのお話がありましたけれども、日本においては265万人が飢えて、それから１万2,000人

が餓死したという例がございます。ということで、ここで見ていただけるのはやはり海外

からの病気が非常に怖いものであると。特に日本のような島国においては海外から入って
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くる病気というのは大きな問題があるという一例でございます。

次お願いします。

こちらは、鹿児島、ご当地に近いところでございますけれども、西南諸島においてはウ

リミバエ、それからミカンコミバエというのが過去に侵入したことがございます。これは

この地域の方々、それから我々の先輩諸氏の方々がいらっしゃいますので、十分ご存じの

ことかと思いますけれども、かんきつ、あるいはキュウリ、メロン、こういったものの害

虫であるミカンコミバエ、それからキュウリとかメロンの病気でございますウリミバエ、

こういったものが海外から入ってくることによって大きな問題が起こりました。

ここでちょっと、私もそうなんですけれども、初心者の方に申し上げますと、このミカ

ンコミバエとかウリミバエというのがなぜ怖いかといいますと、木の上になっている、あ

るいはスイカのように地際にできるような作物ですけれども、普通のハエでは作物が例え

ば腐ったという状況の中で、ハエがつきますけれども、ミバエの場合は、そういう状況で

なくて、実際に健康な果実であったものであっても、そういったものにこの虫がつくと果

実に穴を開けてしまって、そこから果実が腐ってしまうということで、実際に木の上でそ

ういうことがやられてしまうものですから、病気が非常にまん延してしまうとほとんど収

穫ができなくなってしまうということでございます。

通常、ショウジョウバエとかというものについては、例えばポリバケツの中にハエが入

っていますよというのは、腐ったそういうものに対する問題があるわけでございますけれ

ども、このミカンコミバエとかウリミバエがつくと、実際に農業生産にほとんど収穫がで

きないような大きな被害を与えてしまうということで、これを過去、病気が発生したとき

に、それに対する防除作業を行ったわけでございますけれども、防除に要した期間は25年

もかかりました。これはご存じのとおり、不妊虫とかそういういろんな技術を使って防除

をしたわけでございますけれども、その費用でございますが254億円と、現在のお金に換

算しますともっと多くのお金で1,000億ぐらい使っているんじゃないかと思いますけれど

も、そういう大きなお金を投入しないと防除できないような状態があった。それで全体で

63万人もの人がこれに駆り出されて実際に防除作業を行っていただいたということで、大

変なことになるということでございます。

次お願いします。

今の例を見ていただければもうおわかりかと思いますけれども、植物の検疫の必要性と

いうのは特に新たな病害虫が入ってくる、あるいは我が国の一部にしか存在しない害虫が
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入ってくる、こういったものが農産物に被害を与えるのを防ぐ必要があります。

そのため、現在何をやっていますかというと、下の段でございますけれども、貨物や携

帯品、港や飛行場で植物の検査をして、必要に応じて消毒その他の措置を行うなどの検疫

措置を実施しているということでございます。

次にご説明申し上げます。

、 。ここにはそれぞれ植物検疫の全体的な構成がございますけれども 国際検疫と国内検疫

海外から入ってくるもの、あるいは海外へ出すものについては輸入検疫、及び輸出検疫と

いうものがございます。日本の場合には海外からかなりのものを輸入しておりますので、

輸入検疫が主な業務というということになります。

それから、国内検疫でございますけれども、国内に発生しているものの病害虫の拡大を

、 。 、 、防止するということで 国内の検疫をやっております それから 緊急防除ということで

もし入ってそれが広がったら非常に大きな問題があるというものに関しては緊急的に防除

をする、そういう業務もございます。

次をお願いします。

私ども、植物防疫所というものが全国にこれだけございます。本所が５本所、これはこ

ちらであれば今回ご説明を差し上げる門司の植物検疫所が九州全体の対応をしておりま

す。それから支所が15ヵ所、出張所が53カ所ございまして、従事する植物防疫官が850人

ほどおります。よく空港とかで皆様見ていただける植物検疫の帽子をかぶった人間がいま

、 。すけれども そういった者も含めて850人程度この業務に当たっているわけでございます

次お願いします。植物検疫の現状についてご説明申し上げます。

先ほど申し上げた中の我が国の主要な業務でございます輸入検疫の概要でございますけ

れども、これは我が国に入ってくる貨物、それから携帯品、郵便物もその一部でございま

すけれども、そうした輸入されるすべての植物、その他植物を入れてくる容器包装につい

ては輸入検疫を実施させていただいております。これは病気がついているとか虫がついて

いるとか、そういったものを確認させていただくことになります。

次お願いします。

検疫有害動植物というものがございます。これは、輸入をする際に国内の一部にのみに

いる、あるいはいないものについて、検疫の対象にしている有害動植物でありますけれど

も、我が国として、あるいは世界的にその国に存在しないようなものについては輸入検疫

のところでそれが入らないような措置を取るということが認められておりまして、我が国
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においてもそれが入らないような措置を取っています。それから、一部の地域、例えば九

州の一部の地域にいるものについては、ほかのところの地域に広がってしまっては困るわ

けでございまして、そういったものに対しても国の手により対策がとられているものにつ

いても輸入検疫措置が取られます。

その輸入検疫措置の内容でございますけれども、大きく分けて４つになります。

輸入の制限をするということで、一部の検疫措置といって、例えば虫がつかないように

消毒をするようなこと、こういったものをした上で国内に入れることができる、そういっ

た輸入制限をしております。その場合にはちゃんと検疫をしたということを確認するため

の検疫証明書の添付とを各国がしております。

それから、輸入の禁止というものがございます。これは国内に少しでも入った場合に非

常に大きな影響がある、そういったものについてはまず輸入の禁止の対象になります。こ

れは、その大きな影響というもののほかに、実際に農作物なりを見ただけではなかなか輸

入のときに検査がしづらいというものがございまして、そういったものについては国内に

入れないという措置で、海外から持ち込んではいけないという禁止の措置をとらせていた

だいております。

それから、３番目でございますけれども、輸入農産物の検査を行っています。つまり国

内に入れてもいいんですが、そのときに虫がついていたり何かした場合には検査をさせて

いただいて、その後検査結果に基づいて消毒あるいは廃棄措置を取るということをさせて

いただいております。これは、例えば海の港とか空港等で行うのが一般的でございます。

次お願いします。

輸入の検査でございますけれども、先ほど３つのカテゴリーで輸入の禁止品については

当然原則輸入禁止です。一方で、検査の不要なものというのは例えばこういうものでござ

いまして、製茶とか果実を乾燥させたようなものについては、それは植物検疫の対象外と

、 、いうことになりまして こういうものについては基本的に輸入が可能になっておりますが

禁止品でなくかつ対象外のものでなければ、基本的にはこの真ん中の輸入禁止品または検

査不要品でないものというカテゴリーの中に入ります。これは病害虫のあるなしを確認い

、 、 、たしまして 合格・不合格に分けて 合格であればそのまま輸入可能でありますけれども

そうでなければ、不合格のときには、例えば消毒をすれば入れていいですよという場合も

ありますし、消毒をしない場合には廃棄をその場でしていただくとか、あるいはほかのそ

の病気を受け入れられる国に返送したり、あるいは送り出した国にお返しをするというよ
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うな作業です。

次お願いします。

これが実際の輸入検査の例でございますけれども、貨物として輸入されているもので、

船で入ってきたものについてはこのような形で、こちらは果物ですね、検査をそれぞれや

ります。こちらは穀物の検査で、鹿児島港の方では穀物の輸入というのが多いようでござ

、 、 、いまして こういった風景が見られるのではないかなと思いますが これは小麦の検査で

こういったところで病気が入っているかどうかを確認します。

それから、空港でございますけれども、通常カーゴと呼ばれる荷物専用の飛行機で入っ

てきたものについては、ここから出した後にそれぞれ検疫をします。ここにございますの

は、特に東南アジアだと思いますけれども、ランが入ってきたときにそのランについてい

る虫、そういうものがあるかどうかを確認した上で、問題がなければ国内で販売していい

ということになります。

それから、旅行客が手荷物で持ち込むものも、例えばそれぞれの国際空港につきまして

は、こういうカウンターがございます。カウンターの方でお客さん、これはフライトアテ

ンダントの方だと思いますけれども、持ち込んでこられた植物、これはミカンでしょうか

パパイアでしょうか、そういったものを実際確認をして、この場合には多分箱の方に日本

に輸入ができますよというものが書いてありますので、そういったものを確認した上で国

内に入れていいよという許可を出すわけです。これが輸入検査でございます。

次お願いします。

輸出検査でございますけれども、さっきの輸入検査の逆でございまして、相手国が輸入

をする場合に要求する条件というようなものがありまして、それに適合しているか。これ

はどういうことかといいますと、例えば日本には病気があるけれども、海外のある国では

病気がないという場合には、日本の病気を海外の相手国は受け入れたくないということで

ございますので、その病気が入らないような条件を示してきます。その入らないような条

件に適合しているかどうかを我が国で確認をするということで、先ほど見ていただきまし

た植物防疫官が輸出植物の検疫を実施しております。これは、その場合の証明書を発行し

たり、あるいはその前に実際に栽培している場所、こういったところで栽培地の検査をし

たり、それから検査のところでは証明書のあるなしを確認した上で、そういったものがな

い場合には輸出できませんよということで、実際の許可を出す、出さないの作業をしてい

る。これが相手国との間の取り決めの中でされていることで、輸出検査をしております。
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次お願いします。

これについても同様でございますので、詳しくご説明するのはやめますけれども、相手

国の方が輸入を禁止している場合には輸出はできません。それから、輸出検査を必要とす

るものについては合格品だけが輸出が可能になるという作業をしておりまして、相手国の

求める検疫条件に基づく検疫の作業をさせていただいているような状況でございます。

次お願いします。

国内検疫でございます。これは、実際に我が国に入ってきた場合に、有害動植物のまん

延を防止するためにする措置でございまして、１つは種苗検疫というものがございます。

種苗というのは、種とか苗とかそういったものでございますけれども、こういったものは

通常、人が食べ、消費される生鮮食料品に比べて実際に国内に植えつけますので、病気の

発生というのが非常に多くなる。例えば、ウイルス病とかそういったものについては目に

見えませんので、実際にそういう物について検査をして、本当に病気がないかどうか、そ

ういったものを確認する作業が必要であるという現状でございます。それから、移動規制

については、ほかの地域へのまん延を防止するという観点から必要であるということでご

ざいまして、あとで詳しくご説明させていただきます。

次お願いします。

種苗の検疫については、指定する種苗ということで、今対象となっているものについて

は、種馬鈴しょ、こういったものがございます。種馬鈴しょについては、実際に栽培して

いるところで私どもの植物防疫官が行って、その問題となる、例えばウイルスとか、ある

いはセンチュウでシストセンチュウというのがございますけれども、こういうシストセン

チュウがいないことを確認した上で、それで合格書を出します。合格書を出した上で、ほ

かの方に譲渡していいよと、あるいは種苗の生産地以外への持ち出しを問題があれば禁止

する、ついていればいいという形で規制をしております。

それから、移動の規制でございますけれども、一定の地域に病気をその地域の中だけで

とどめたい、ほかの地域への移動、拡散を規制したいという場合に、ある地域を省令で定

めさせていただいて、その定めさせていただいた所の外へ持ち出す場合の移動の制限なり

禁止をするということでございます。後ほどこれについては詳しくご説明させていただく

ようにします。

次お願いします。

移動の規制の例でございますけれども、こちらは沖縄県となっておりますが、これは今
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日、鹿児島県の方でもテーマになるものでございますが、カンキツグリーニング病という

ことで、この病気が発生しているものですから、これまでは沖縄から他の地域へのまん延

防止を図るということで、沖縄県からの一部のかんきつ、つまりカンキツグリーニング病

を媒介するかんきつ類の苗木ですが、こういったものを外に出すことについては植物防疫

官の検査が必要であるという措置をとっております。

最近、カンキツグリーニング病というのが大きな話題になります。これは、場合によっ

ては大手の一般紙の方にもカンキツグリーニング病というものがときどき出ますが、東南

アジアのベトナムとかタイの方で発生したものでございますけれども、最近、温暖化の影

響でどんどんどんどん北の方に病気が上がってきております。我が国においても既に沖縄

県の幾つかの島についてはこの病気がまん延しておりまして、鹿児島県のエリアも幾つか

の島々でこのカンキツグリーニング病が確認されております。これからこの対策を取って

いく必要があるということで、私ども今日、実際にこちらでご説明を差し上げたいと思っ

た理由でございます。

次お願いします。

これは、同じ移動規制でございますけれども、オーストラリアでございます。オースト

ラリアも我が国と同様に非常に検疫が厳しい国でございまして、空港に入るときも農作物

を持っていると足止めを食らうというような状況がございますけれども、特にオーストラ

リアではチチュウカイミバエ、クイーンズランドミバエ、この２つのミバエのまん延を防

止する必要があるので、国内での移動の禁止を実施しております。

これは、実際にはリバーランドという地域ですけれども、ここにミバエを通しませんよ

というマークがついておりますが、常にこういう看板が立っておりまして、ここにオース

トラリアドルで210と書いてありますけれども、罰金が210ドルですから、100円とすれば

２万円ちょっと罰金がかかる。聞きましたところ、ここに入ってきて問題となるのがキャ

ンパーだそうです。キャンプをする人間が果物を持ってキャンプ地に向かうということも

多々あるわけでございまして、そういう場合に果物からチチュウカイミバエやクイーンズ

ランドミバエがまん延してしまうということで、特にバケーションのシーズンになります

と、厳しくチェックをするということでございまして、これが実際に国道沿いにこういう

ものが設置されていて、主立ったキャンプに行くような人たちなんかは特に入念にチェッ

クをさせていただいているようでございます。

次お願いします。
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侵入警戒調査、緊急防除ということで、これについても若干ご説明申し上げますが、検

疫措置を実施したにもかかわらず、つまり国内に入らないように輸入検疫をしていたにも

かかわらず病害虫が国内に入ってしまう場合には、当然国内の農業に重大な被害を及ぼし

てしまう。そういうものについては、先ほどウリミバエ、それからミカンコミバエの例で

も申し上げましたが、一たん入るとすごい労力を使って防除をしなければいけない。ここ

がポイントでございまして、早期の発見をして、できるだけ早く侵入した場合の緊急防除

を実施するというのが重要でございます。それから緊急防除というのが植物防疫法という

法律に基づいてできることになっておりまして、これについて、今後あるいは現在も含め

てでございますけれども、この沖縄県あるいは鹿児島県の方でやっているということでご

紹介を申し上げたいと思います。

次お願いします。

侵入警戒につきましては、早期の重要病害虫の発見を必要としますので、常に対象の病

害虫が入る可能性があるという地域については、侵入警戒調査を実施することになってお

ります。それから、緊急防除については、早期の病害虫の根絶あるいは撲滅、他の地域へ

のまん延防止を図るということで、こういうことをやっており、基本的には公的な機関が

防除の仕組みを持って対応する事業でございます。

次お願いします。

侵入警戒調査につきましては、通常、こういうトラップというのがあります。

これがトラップでございますけれども、この中にはその対象となる虫をおびき寄せるた

めのフェロモンが入っておりまして、いわゆる化学物質で、そのにおいに引かれて虫が入

ってくるような仕組みになっておりまして、その一定の地域の広いところでそういうもの

がいるかどうかを調査するのに重要なものでございます。この場合には、例えば調査対象

の害虫としてミカンコミバエとか火傷病とかこういう病気が出てきますけれども、こうい

う病気、それから最近入ってきてしまいましたスイカ果実汚斑細菌病ということで、スイ

カの表面がすごく醜くなってしまうような、そういう病気でございますが、こういったも

のの調査をする。それからチチュウカイミバエ、ウリミバエ、それからコドリンガ、これ

はリンゴの病害虫でございますが、それからアリモドキゾウムシ、これはサツマイモとか

そういったものにつく病気でございますが、こういったものの害虫の侵入警戒調査が実施

されたところでございます。

それから、例えば巡回調査として、空港や港や農業地域に定期的に巡回調査をしたり、
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肉眼で観察するということもあわせてやっているところでございます。

次お願いします。

まさに今日、こちらの方にお邪魔して、一番ご説明を差し上げたいのはこの部分でござ

いまして、緊急防除というもの、特に鹿児島県の屋久島などにおいて過去にイモゾウムシ

の防除をした例がございます。

これがイモゾウムシでございますけれども、平成９年の12月に最初にイモゾウムシが確

認されました。平成10年６月に緊急防除の法律の発動をしまして、16年５月に根絶を確認

するということで、その平成10年６月の緊急防除から約６年の間、根絶に対応してきて、

やっと６年間かけてこれが防除できたという状況でございます。

それから、過去の緊急防除の発動実績を見ていただきますと、この赤い字が鹿児島県で

ございます。ジャガイモガ、アリモドキゾウムシ、ミカンネモグリセンチュウ、こういっ

、 、たいろんな虫がありますけれども 特に鹿児島県なんかはアリモドキゾウムシというもの

それからイモゾウムシ、こちらがサツマイモでございますけれども、こういった形で病害

虫が発見されたことによって緊急防除を発動したものでございます。そういう意味では、

植物防疫の分野では鹿児島は最前線でございまして、最後の防衛線というか、そういう状

、 、況でございまして 国内へのまん延をとめる一つの戦地だと我々は言い続けておりまして

こちらでは特に重点的に防除作業を続けているわけでございます。

このあと、またカンキツグリーニング病等のお話をさせていただきますが、それも同様

のことでございます。

次お願いします。

近年の取組みでございますが、国際基準についてということで、ちょっと話が外の話に

なってしまうんですが、私ども今まで植物防疫というものについては国内でそういう必要

性があるから取らせていただきますということで、先ほど輸入検疫とか空港での貨物や携

帯品の検査、それから国内における移動を制限するもの、それから緊急防除という、こう

いったことについては当然やるべきだと皆さんにご認識いただけるんじゃないかと思いま

すが、国際的な合意では、農産物の輸入に関して、それをとめることは基本的にはよくな

いというのが基本的な流れです。国際基準は、これはＷＴＯ、よく聞いていただけると思

いますが、関税とかそういったものも含めて世界的な貿易を円滑に進めましょうというの

がＷＴＯ協定でございます。そのうちの１つにＳＰＳ協定というものがございます。これ

は、衛生それから植物検疫措置の適用に関する協定ということになっておりまして、農産
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物、それからその他の産品の輸出入に関するもののうち、植物検疫あるいは衛生について

はＳＰＳ協定が扱っておるということでございます。

、 、 、次に ＳＰＳ協定についての考え方をご説明申し上げますと ＷＴＯ加盟国というのは

人、動物、それから植物の生命あるいは健康を守るためにＳＰＳ措置を適用する権利を持

っています。ただ、その際には一定の義務がかかりますよということでございます。

次お願いします。

ＳＰＳ協定は、病害虫の侵入を防ぐためにそれぞれの国、例えば日本ですけれども、日

本がＳＰＳ措置を取ることを認めています。つまりわかりやすく言えば、検疫措置を取っ

たり、農産物を移動規制したりすることはＳＰＳ措置に基づいて認められている行為とい

うことです。ただ、ＳＰＳ措置が濫用される、あるいは国際貿易の不当な障害になること

を防ぐためのルールが必要で、このルールを守ることを義務付けております。科学的な根

拠に基づくものであればＳＰＳ措置として制定することは可能ですよということでござい

ます。この国際基準がある場合は、このＳＰＳ措置はできるだけ国際基準に基づいてそれ

を取るべきである。つまりそれぞれの国がそれぞれの考え方でＳＰＳ措置を取ることは可

能なんですけれども、それはやっぱり科学的な根拠に基づく必要がありますし、それから

原則としては国際的によく認められた方法でやるべきであろうということで、このＷＴＯ

の加盟国においてはＳＰＳ措置を取るというときにはこのルールを守ってくださいという

のがＳＰＳ協定でございます。

次お願いします。

それから、国際基準ということで、先ほどＳＰＳ協定に基づいて国際基準に沿った形の

ものだったらいいですよということをご紹介しましたけれども、その植物防疫の面では国

際植物防疫条約、ＩＰＰＣと言いますけれども、植物に関する病害虫のコントロール、そ

れから国際的なまん延防止にかかる国際的な協力、こういったものを目的とした条約でご

ざいまして、この条約のもとに基準がつくられております。

その基準でございますが、このＩＰＰＣ事務局が1995年以降ということなので、最近で

ございますが、植物検疫措置に関する国際基準、ＩＳＰＭと言いますけれども、これを策

定している状況でございます。我が国はＩＳＰＭを基礎にＳＰＳ措置を講じているという

ことで、ＳＰＳ協定に基づいて義務付けられた基準に沿った正当なものをやる必要がある

ということに関しては、我が国はＩＳＰＭという基準を遵守していますということでござ

います。
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次お願いします。

細かなものについては後ほどご紹介しますが、ＩＳＰＭは現在27件つくられておりまし

て、特に最近では具体的な検疫措置に関する基準がつくられております。今まではどちら

かというと一般的なこういうことを守りましょうということであったのですが、最近にお

いては具体的な検疫措置に関する基準づくりが進められている状況でございます。

この基準については２国間、例えば日本とアメリカとか、日本と中国の間で検疫措置を

設定する場合、輸入のときにはどういう条件、輸出のときはこういう条件と、そういう条

件を設定する場合にはＩＳＰＭに沿った形でやらなければいけませんので、そのＩＳＰＭ

が２国間の検疫措置に影響を与えているということでございます。

次お願いします。

一つ例を申し上げますと、病害虫については危険度解析というものに基づいて検疫措置

を講じましょうというのがガイドラインとしてなってございます。これはＩＳＰＭの基準

の一つでございます。これは一般的に言えば、科学的に危険度、その病害虫の問題をちゃ

んと把握した上で、その問題の大きさに基づいて措置をとりましょうということでござい

まして、具体的には国内における病害虫の発生の有無に外国から入ってくる病害虫を想定

、 、 。 、しまして 国内にはいるのかいないのか そういったものを確認しましょうと それから

国内において公的な防除を実施している、つまり国内において例えば緊急防除みたいなも

のを実施しているのであれば、一方で海外から入ってくる農産物の病気についてもちゃん

ととめる必要がある。ただ、国内で何もしていないんだったら、検疫でとめるのは不当な

行為ではないかということで、そういう実施状況も把握しましょうということでございま

す。それから、病害虫の経済的な重要性ということで、その病害が入ってきた場合はどの

くらい侵入するだろう、どのくらいまん延するだろう、どのぐらいの被害がもたらされる

だろう、こういったものをちゃんと調査した上で植物検疫措置を決定する必要があります

よねということでございます。

、 。こういったガイドラインがつくられておりまして それが27件のＩＳＰＭがございます

我が国については、やはりこういった行為は国際的には重要であるということで、議論へ

の積極的な参加と我が国の知見を国際基準に反映しましょうということでいろんな情報を

出したりしております。

次お願いします。

国際基準に整合的な植物防疫制度ということで、今見ていただきましたように科学的な
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リスク評価に基づいて検疫対象病害虫を見直すなどしております。つまり本当に国内にお

いて規制をすべきものなのか。検疫をして国内の水際でとめるべきものなのか。そういっ

たものをリスク評価に基づいてやりましょうということで、適宜この国際基準に基づきま

して見直しを行っているところでございます。

具体的な例でございますが、従来は世界に存在する約10万種の病気全体を検疫でとめて

いました。それから、日本に広く存在している病虫害も検疫の対象としてきまして、そう

いうものが見つかったら消毒に回していました。

例えば、皆様よくご存じかもしれませんけれども、モンシロチョウとかそういったもの

も実は昔は検疫対象にしておりました。こういったものについては海外から見て、やはり

国内に既に存在しているようなものについて、海外からのものに対する問題を指摘して輸

入禁止をすること、制限をかけるのはおかしいのではないか、国際的なルールにちゃんと

整合していないのではないかという批判を受けまして、その後は先ほど申し上げたような

国際基準への整合性、国際基準に沿っているかどうかをちゃんと確認した上で、そのもの

については、例えば検疫の対象病害虫を限定しています。今のところ我々がやっているの

は、先ほどのリスク評価というものを実施した上で、例えばこの病害虫についてはもう国

内で検疫対象にする必要はないよというものについては除外するということで、順次やっ

ておりますけれども、今143種類、それから19年度においてさらに19種類の病害虫を基本

的には検疫をしなくてもいいよということを決めております。

一方で、もちろんそういう病害虫のリスク評価を行った結果やっぱり問題ですねという

ものも当然ありますので、そういったものについては11種類のものについて追加をしてい

て、今年新たな病害虫になったものも１種類ございます。強化をしているようなものにつ

いても、例えば禁止病害虫を今年１つ増やしております。あるいは移動規制のものについ

ては２種類のものについて移動規制の対象病害虫の指定になってございます。

次お願いします。

これは、先ほどからのご説明そのものでございますが、病害虫の危険度解析を科学的な

情報に基づきまして危険度解析をした上で、そういう適切な対応を取るということで、非

検疫有害動植物、つまり検疫をもうしなくていいというようなものについても随時見直し

を行っているところでございます。

次お願いします。

ＰＲＡという先ほどからの病害虫危険度解析につきましては、この３つのステージでや
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ります。これは、先ほど申し上げたようなことそのままでございますので、詳しいご説明

はやめますが、検疫の候補となる病害虫をきちっと定める。それに対して、国内に発生し

ているのか、発生していないのかというものを確認した上で検疫の対象を決定して、それ

の病害の程度、危険度を適切に把握した上で措置を講じていく、それによって病害の侵入

を防ぐ措置を決定するということで、検疫をするべきか、あるいはしないかと、そういっ

たものをきちっと判断していくというような作業を行っているわけでございます。

次お願いします。

これも同じでございますので、重ねて説明は省略します。

具体的には国内で未発生、あるいは侵入した場合に病害の被害が大きいであるとか、国

内で検査をするものが困難であるようなものについては、基本的には輸入禁止措置をとる

ということ、それから輸出国において病害虫の未発生地域で生産されているとか、あるい

は病害中の殺虫方法等の開発がされている場合、こういったものについては、輸入が禁止

であっても、輸出国との間の交渉に基づきまして、条件を付した形で輸入を認めることが

あります。そういう対応をとっているものもあるということでございます。これも科学的

に確認がされたものでございます。

その例を申し上げます。基本的には、何もしなければ輸入はできない輸入の禁止品であ

ったわけでございますけれども、それを条件を付した形で解禁した例を申し上げます。

これはイタリア産のスウィートオレンジですけれども、イタリアにはチチュウカイミバ

エが発生しております。日本においてはそれがございません。その場合には、両国の間で

交渉を行いまして、科学的にこういう措置を取ったらいいんじゃないかというふうなこと

で両者が確認した、1.2度という低い温度で14日間処理をすればミバエは完全に殺虫でき

ますということが科学的に証明されましたので、イタリアから輸入されるオレンジについ

てはこの方法で入っております。つまりイタリアから船積みをされたときにコンテナの中

で1.2度で14日間低温処理をすることによって国内に入る場合には虫は全部殺虫されてい

るということでございます。その上で日本に入れるという条件がつけられたものでござい

ます。

次お願いします。

逆に、科学的分析に基づく輸出解禁でございます。これについてはさっきのイタリアか

ら輸入したものについても協議をしたということでございますけれども、海外には日本か

ら輸出させてもらえない国があります。その輸出できない品目については輸出の解禁をす
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るためにどうしたらいいかということで相手国との間で協議を行っているところでござい

ます。例えば、新たな知見が得られるなどして相手国の要求が現在の技術水準から見て過

剰、これは日本の病気というものが新しい知見が見つかったときに、相手国においてはそ

れと同じものがいるんじゃないかというようなものであれば、我が国に対してのみ禁止措

置を取るのは適当ではないという協議を行いまして、それは過剰だよと言われているもの

については検疫条件の緩和をさせていただく。あるいは輸出の解禁をさせていただくと、

そういう交渉を常に行っているところでございます。

次お願いします。

我が国から輸出できない品目というものについては、国内において病害虫の発生状況、

防除状況を確認して、その上で、その産地からの輸出要望が高いものについては相手国に

、 、対して交渉をし 輸出解禁あるいは条件の緩和を要請していくということでございまして

それによって幾つかのものについては輸出が解禁された、あるいは条件が緩和されたもの

も多数ございます。ただ、不幸なことにというのか、最近余り海外に対して輸出をしたい

という産地が多くないものでございますので、こういったものはやはり産地の要望という

ものを基本に輸出の解禁の協議を行っているわけでございまして、少しずつは出ておりま

すけれども、なかなか出ていないという状況でございます。もしこちらの鹿児島の産品で

そういう海外にも出して国際的な市場で競争してみたいというようなお気持ちがあるよう

なものについては、ぜひ私どもにお話ししていただければ、私どもとしても検疫に関する

協議を通じてその輸出を支援していきたいと思っております。

次お願いします。

輸出解禁された例が幾つかございますけれども、そのうちのリンゴを台湾に輸出する場

合の措置ということで、これについてはもともと台湾からモモシンクイガというものが日

本にいるので、これを台湾に侵入させないための措置が必要ですということで、協議の席

上でこの対策あるいは措置について協議をしてきたわけでございます。その結果、台湾向

けの園地、台湾にものを出したい、例えばリンゴとかモモを生産しているそういう園地に

おいて検査をする、あるいは選果場の検査をするということで、そこでの作業が適正に行

われるということが確認されたものについては、その園地なり選果施設を登録するという

作業を行っております。この登録した生産者あるいは流通施設からのものについては生産

者による防除の徹底をする、あるいは選果場における適切な果実の選果をしますというこ

とを台湾と約束をして、輸出をする際に日本の植物防疫官が、輸出検査を実施して、輸出
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をしているような状況でございます。

次お願いします。

こういうことで、輸出解禁の手続きについても、相手国に解禁を要請し、それに基づい

て相手国が科学的な分析を行って、どういう病気が問題であるかということを相手国が言

ってきますので、その相手国の条件に基づいて協議をしていく、それによって交渉がうま

く進めば輸出の解禁がされるということでございまして、これまでに輸出が解禁された品

目は、米国のりんご、なし、温州みかん、それから豪州のりんご、なし、かき、それから

ニュージーランドのりんご、温州みかんというものがございますけれども、こういったも

のが協議の結果、解禁されたものでございます。

次お願いします。

解禁後の取組みということで、これについてはいわゆる栽培地の検査、あるいは消毒、

輸出検疫という形で、国内での措置が、うまくやられているうちはいいんですが、どうも

そういうものがうまくやられなかったことによって、例えば先ほどの例であれば台湾にお

いて問題になるモモシンクイガが発見されてしまうという場合がもしあったとすれば、そ

れについて相手国からその病害虫防止について、ちゃんとしていないんじゃないか、実際

に輸出をもう一回とめますよということを言ってきます。最悪の場合は日本国全体から輸

出ができなくなることもあります。というような状況でございますので、実際に解禁され

たその品目なり地域については、生産地や流通過程における防除等をきちっと関係者一体

となって取組みをやっていく必要があるということでございます。

次お願いします。

国内における新たな移動規制ということでございまして、先ほどアリモドキゾウムシの

、 、 、例もございましたけれども 国内に不幸にして入ってしまう病害虫 特に平成14年度以降

奄美群島にもカンキツグリーニング病の発生が拡大している状況でございます。この対策

が必要となっているということでございます。

これがカンキツグリーニング病で、先ほど申し上げましたように東南アジアの下の方か

らずっと上がってきてしまって、沖縄県まで来ました。それから現在は鹿児島県の島々に

も発生が確認されてしまっております。この対策を取ることが我々にとって重要な課題で

ございまして、いろんな取組みをさせていただくようなことになります。これについては

この移動の制限ということでございますので、幾つかのものについて制限がかかるという

ようなものについて今回ご説明申し上げて、それについての確認をお互いに内容の確認を
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し、そして理解をしていただくということが趣旨でこちらにご説明に参ったわけでござい

ます。

このあと安藤統括官のご説明の方にも同様の説明がございますので、このカンキツグリ

ーニング病の具体的なものについては安藤統括のご説明にゆだねたいと思いますが、いず

れにしても今日のご説明というのは、先ほどの鹿児島県の地域性がございまして、いわゆ

る植物防除の分野では戦争の第一線にあるんだということと、それによっていろんな取組

みがあります。そのために、例えば経済活動への制限、あるいは場合によっては鹿児島県

の一定の地域で農薬をまかさせていただいたりして、その地域の方々に多少ご迷惑がかか

るということもございます。ということでございますので、そのあたりのご説明を次にさ

せていただいた上で、全体的なご説明とそれから今回のカンキツグリーニング病に関する

ご説明、この両方に関する意見交換をさせていただきまして、それに関する皆様方との理

解を深めさせていただければと思っております。

次お願いします。

こういったものについては、次の説明にございますので、私の説明は終わらせていただ

きますけれども、次については詳しく質疑応答で聞いていただきたいと思います。ご清聴

ありがとうございました。次のパネルディスカッションの中でまたご説明させていただけ

ればと思います。

○司会 ありがとうございました。

（２）鹿児島県内での国内検疫の事例

○司会 続きまして、今ご紹介ありましたとおり 「鹿児島県内での国内検疫の事例」と、

いうことで、門司植物防疫所、安藤統括植物検疫官の方からご説明いただきます。お願い

いたします。

○安藤統括植物検疫官 皆様こんにちは。今ご紹介いただきました門司植物防疫所で輸出

及び国内検疫を担当しております安藤と申します。よろしくお願いいたします。

ちょっと門司植物防疫所についてご紹介をさせていただきたいんですが、門司植物防疫

所は山口県の下関市とそれから九州７県を管轄にしておりまして、各県に支所あるいは出

張所がございます。鹿児島県の方には鹿児島市に鹿児島支所、それから志布志港、それか

ら鹿児島空港に出張所がございます。それから、奄美大島の方に名瀬支所がございます。
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植物防疫所の仕事は今室長のお話にありました中にいろいろな業務がございまして、大

きく分けて輸入検疫、それから輸出検疫、国内検疫と３つに大きくは分けられると思いま

す。今日は、国内検疫について、またその中でも限られた話題ということになりますが、

病害を限って、カンキツグリーニング病とアリモドキゾウムシについて、その発生状況と

、 、 、か 発生地域が拡大していかないように あるいはこれを撃退していくための対策ですね

その状況がどうなっているかということをご紹介させていただくとともに、植物防疫所の

取組みなども知っていただきまして、一部ではありますが、植物防疫所の仕事についても

ご理解いただければありがたいなということです。

最初に、カンキツグリーニング病についてということでお話をさせていただきます。お

話はカンキツグリーニング病とはというところから、どのようにして病気が広がっていく

のか、防除対策にはどんなものがあるのか、現在の発生状況がどうなっているのか。これ

の拡大を防ぎ、追い出していくためにはどんな方策が取られているのか、またこれから取

られようとしているのか、それらのことでお話をさせていただきたいと思います。

カンキツグリーニング病なんですが、これは細菌によるかんきつの病害でございます。

あとで写真が出てくるんですけれども、感染の初期は葉の一部のみが黄化するということ

で、栄養障害と見分けがつかないというところがあるわけです。果実の方は逆に黄色く色

づかず、緑のままに残るというような症状を示します。さらに病気が進みますと、果実も

小さくなりますし、株全体が生育不良を起こし、やがては枝や株全体が枯死するというよ

うな病気でございます。

次お願いします。

今ご説明したようなことなんですが、まず葉が生理障害類似の黄化症状となる。ちょっ

とこの時点では見分けがつきにくい。それから、カンキツグリーニング病の由来である緑

のまま残ってしまう。それから全体に感染してくれば木全体がもう弱ってくる。当然実の

方も同じ時期であればこちらの方が見ていただければわかるように、小さいままで大きく

ならないというようなことでございます。このように、この病気は全身に出てくる病気で

すから、非常にかんきつにとっては怖い病気ということです。

では、この病気がどのようにして起きるかということなんですが、この病気、細菌が飛

んでいくとか、そういうようなことで移るのではなくて、病気にかかった木の枝を切り取

って次に接木するとか、そういう、ある意味で物理的というんでしょうか、そういうよう

なことで広がる。それからもう一つは、媒介昆虫のミカンキジラミによって広がっていく
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というのがございます。種子や果実では感染はいたしません。だから種をとってきてまい

て、それが移るということはないですが、こういう接木とミカンキジラミによる媒介とい

うのが感染していく経路になります。

ここで登場したミカンキジラミなんですが、ミカンキジラミとはどういう虫かといいま

すと、小さな昆虫です。ふわふわっと飛んでいって、よく葉っぱの裏にじっととまる。こ

、 、の多分キジラミということで皆さんご存じの方も多いと思いますけれども 体長２～３mm

幼虫はこちらですが体長１～２mmのものです。かんきつ類やゲッキツの樹液を吸っている

わけです。このミカンキジラミ自体は大きな影響ですね、作物の方に与えるものではあり

ません。果実のいわゆる重要病害虫というものではありません。

この虫はここに書いてあるゲッキツ、これを非常に好みます。ここで登場したゲッキツ

なんですけれども、これは奄美大島等とか南西諸島ではいわゆる中高木というんでしょう

か、３ｍから５ｍぐらいの高さになり、葉っぱは小さな楕円形をしておりまして、ちょっ

と先が尖った葉っぱです。花はミカン科の植物なのでミカンに似た花が咲きまして、白い

かわいい花で、そしていい匂いがします。実は赤くて冬の時期にきれいです。それで、鹿

児島県でもそうかと思いますが、南西諸島でもこれを生垣にすることが多い。ツゲとかを

生垣にするような感じなんでしょうか、生垣にするというようなことがあります。ゲッキ

ツというのはそういう植物なんです。ミカンキジラミは非常にこれが好きなようです。

先ほど説明しましたミカンキジラミがカンキツグリーニング病を媒介するということな

んですが、じゃそれはどういうことなのかということです。媒介というのは、要は菌を運

ぶということなんですが、ここにゲッキツが登場しまして、若干、単純ではない関係にな

っています。ここにカンキツグリーニング病にかかった木があります。ここにミカンキジ

ラミがやってきまして、そのかかった木の中ではもとの病気の菌である細菌が繁殖してい

るわけですね。これの樹液を吸います。このミカンキジラミの中でもその菌は増殖するわ

けです。これはちょっと幼虫の絵になっているんですが、成虫で飛んでいきまして、かん

きつに行きます。そうするとちょうど蚊が媒介するようにここで細菌を媒介し、それから

菌も運ばれて、そしてかんきつは感染し発病するということです。

では、ゲッキツの方はどうなるかといいますと、不思議なことにミカンキジラミはゲッ

キツが好きですからここで増殖はするんですが、ここに飛んでいってもカンキツグリーニ

ング病菌は増殖しない。したがって、発症しないという関係になります。

次お願いします。
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では、カンキツグリーニング病を防除していくにはどういう方法があるかということな

んですが、これにつきましては、残念ながらこの病気を治すというか、そういう薬剤はあ

りません。今のところかかった木を伐採するというようなことで、その木自体をなくすこ

とが一つ。それからもう一つは媒介昆虫であるミカンキジラミを防除するということがそ

の対策になってくるかと思います。

、 、それで カンキツグリーニング病とミカンキジラミの今の発生状況はどうなっているか

どういうふうに拡大してきたかということでご説明をさせていただきます。

沖縄県で昭和63年、西表島で感染が確認されています。その後平成14年には与論島で発

生が確認され、15年に沖永良部、徳之島、喜界島で発生が確認されています。現状で発生

が確認されているのがこの黒く塗りつぶされている島です。奄美大島では発生が確認され

ておりません。これまでの間、鹿児島県と協力をしてこの発生調査をしてまいりました。

現在も発生調査を継続しております。

一方でミカンキジラミというのはカンキツグリーニング病を媒介しなければただの虫と

いうことですが、そのミカンキジラミはどこまでいるかといいますと、奄美大島以南とい

うことです。ところが昨年９月に指宿市内でミカンキジラミが見つかっております。これ

については現在調査中でございます。

今ある状況をいかに広げない、それから撃退していくかということなんですけれども、

見つかった奄美大島を除く奄美群島で、今まで自主規制ということでかんきつに移動規制

をしたり伐採をしたり、あるいはかかった罹病木を伐採することに非常な努力をしてきた

わけですけれども、それにさらに法的な強化をとられるということで、それから緊急防除

の対応できるところは緊急防除をして対応しております。それからあとはミカンキジラミ

ですね、これについてカンキツグリーニング病を媒介する、まだ広がっていないところに

ついては確実に防除していこうというような対策を立てているところです。

、 。今お話しした移動規制のことなんですけれども これについてお話をしたいと思います

調査の結果、繰り返しになりますが、喜界島、徳之島、沖永良部島のところで見つかった

ということで、喜界島につきましては非常に島も小そうございますし、発生状況も小規模

ですので、まずここを緊急防除しようということで対応しております。それから、移動規

制の方なんですけれども、移動規制につきまして、今まで沖縄に発生しておりますので、

沖縄から奄美群島への移動は、移動規制が既にかけられております。当然、更に北の移動

もこれもだめですよということで規制をしております。そこをさらに強化するということ
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で、発生の見られた徳之島のところで一つ移動規制のラインを引きまして、ここからの持

ち出し、これを規制するということで強化を図る予定になっております。

それからもう一つ、この移動規制についての強化策なんですが、今まで沖縄県からの移

動が規制されていたのは、かんきつ類の苗木やシークワーサーの苗木で、これらは、検査

を受けて移動してくださいということになっていました。

ちょっと説明をさせていただきますと、検査というのは遺伝子検査とか接木検査という

ことで、これが感染していないということが確認できればこれは移動できるということな

、 、 。んですが それを受けたらば移動していいけれども それでなければ移動してはいけない

その対象はカンキツグリーニング病の寄主植物の一部に限られていたわけです。今回の移

動規制の強化の中では、さらにカンキツグリーニング病の寄主植物についてゾウノリンゴ

等を追加、いわゆる対象樹種を追加しております。それからもう一つ大きいのは、ミカン

キジラミの寄主植物ですね、これの移動を制限しております。ゲッキツも移動してはなら

ないということになります。

先ほどもご説明しましたように、果実とか種子では感染しませんので、これは引き続き

対象外でございます。

もう一つ現状でお話ししましたように、指宿市内でミカンキジラミが発見されたわけで

すが、ミカンキジラミ自体は問題ないわけですね。そのものが病気を起こすわけではない

ですね。しかし、その時点でカンキツグリーニング病に侵されていないかということも検

査いたしまして、そういうことはないということは確認しております。ただ、万が一そこ

に、今はないんですが、何らかの形で感染樹が持ち込まれますと、先ほどご説明したミカ

ンキジラミとそれから罹病木とそれから指宿市内にもゲッキツはありますから、それの関

。 、 。係が成り立ってしまう そうすると ここに居座ってしまうということにもなりかねない

そのためにもやはりある意味予防的に、ミカンキジラミを何とか防除していくという必要

があると考えております。

次に、今度は虫の代表ということでアリモドキゾウムシについてご説明をしたいと思い

ます。

アリモドキゾウムシというのは、成虫が６mm程度でピカピカしてなかなか拡大すると格

好よくて、アリに似た形をしておりまして、幼虫がさつまいもの塊根や茎に食入しており

ます。さつまいも以外の寄主植物には、サツマイモ属、アサガオ属、ヒルガオ属植物の茎

葉から塊根等に寄生をいたします。
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これは、芋の表面に成虫がついている写真なんですけれども、成虫が芋の表面に穴をあ

けまして、卵を産んで、その中で幼虫が孵化しまして中を食い荒らすというものです。こ

ちらが幼虫の状況を写したものです。単にちょこっとかじられるだけならいいんですが、

かじられた芋は悪臭と苦味ということで、全然食用や飼料にすらもならないというような

ことになってしまう。非常にこれも重要な病気であります。

これは、サツマイモ以外の寄主植物の代表例を挙げております。ちょっとこれがサツマ

イモと関係あるのというようなことですね。私どもがご説明している中でも、こちらのサ

ツマイモはすぐご理解いただけるんですが、こういうほかの寄主植物については知らなか

ったという方が多くいらっしゃいます。

。 、今アリモドキゾウムシが現時点で発生地域からの移動規制がかけられております 沖縄

奄美群島、トカラ列島、小笠原諸島というところから、アリモドキゾウムシそのものの持

ち出しはだめですし、それらの寄主植物についても持ち出しはできないということになっ

ております。ただ、蒸熱処理で消毒したサツマイモは持ち出していいということで、そう

いうご依頼がある場合には対応しております。

不妊虫放飼での防除なんですが、一つ今喜界島で取り組まれている防除法ということで

ちょっとご紹介したいと思います。過去、ミバエなんかでこの防除方法がとられておりま

すので、ご存じの方も多いかと思いますが、放射線をあてて不妊化、子どもができないよ

うな虫にしまして、それで野生に放すんですね。それで交尾をし、そのあと卵を産むんで

すが、卵はかえらないというようなことで、この不妊虫をたくさん放飼して、それで自然

界の中で撲滅していこうという事例がございます。

また、指宿市の登場なんですが、昨年の８月に指宿市内２カ所におきまして、アリモド

キゾウムシが見つかりました。これは室長のお話の中にもありましたように、こういう一

部に発生している病害が侵入してこないように侵入警戒調査というのをやっております。

その中でいち早く見つかったということです。発生地域、発生源はどこだということで調

査をいたしまして、発生源を見つけまして、寄主植物ですね、発生場所がありましたし、

そこに放置されていた芋についておりましたので、それを直ちに除去するとともに薬剤防

、 。除ということで対応し それから発生地域のサツマイモについてはもう外に持ち出さない

、 、 、それから寄主植物についても ノアサガオですね 雑草ですからどこにでもあるんですが

それを調査をしまして除去していくというような作業をしていったわけでございます。こ

れにつきましても、県の方々、それから市の方々にご協力をいただいて、今も調査を継続
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していまして、ほぼ終息の状況にあるのではないかと思っております。このあと本当にい

ないのかというのをさらに確認した上で対外的にもご説明ができる確認をして、ここがも

う発生しないという手順を踏む必要があります。

今年までにこのアリモドキゾウムシについて緊急防除が行われたところを掲げておりま

。 、 、す やはり非常に発生地域に近いというようなこともありまして 薩摩半島では緊急防除

これ以外にも緊急防除にも至らず県の方ですぐに駆除できた場合とか、それからあとは我

々も調査の中ですぐに対処して、駆除したというようなことがございます。やはり大事な

サツマイモ生産地ですから。

最後に、移動規制の理解と協力のお願いということで、発生状況調査とかそういうこと

については関係者の方のご協力がなければ進まないという関係もありますが、移動規制の

お話なんですが、今日お話ししたものについても、要は移動規制するということは移動規

制で効果があるということで、決してその虫がウンカのように空を飛んでくるわけではあ

りません。人が何かを持ってくるときについてくるということです。移動規制ということ

はあるわけですから、それを知っていただいて守っていただくということが極めて重要に

。 、なります 私ども植物防疫所も港等においてそういう取り締まりとをやっているんですが

やはり個々の方々のご協力がなければ完全とは言えませんので、ぜひともご協力いただき

たいと思います。

以上でご説明を終わらせていただきます。

○司会 ありがとうございました。

ここで、休憩を10分程度取りたいと思います。ちょっと時間の切りが悪いですが、38分

ぐらい、40分前ぐらいに開始したいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、

休憩いたします。

（休憩）

３．意見交換

○司会 それでは、ちょうど皆様お席についていただいたようでございますので、ただい

まから意見交換を始めたいと思います。

まず、改めて本日の農林水産省の出席者をご紹介したいと思います。

一番右手でございますが、門司植物防疫所の安藤統括植物検疫官です。
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、 。真ん中になりまして 消費・安全局の植物防疫課検疫対策室長の島田室長でございます

あと同じく、こちらは植物防疫課の松井課長補佐でございます。

それでは、座って司会進行させていただきたいと思います。

、 、それでは 今話題提供ということでご説明させていただいたわけでございますけれども

まずフリーな意見交換をしていただくということで、これまでの説明についてわからない

点とか、こういった点をもう少し説明してほしいとか、そういう分野がございましたら、

まず質問という形でお話をお受けしたいと思います。何かございましたら、お手を挙げて

お話をいただければなと思うんですが、いかがでしょうか。

○ 鹿児島県経済連の者です。質問者Ａ

ブリーフィングのところで、門司植物防疫所の方の４ページの下の方のミカンキジラミ

によるＣＧ菌の媒介のところですけど、ゲッキツがカンキツグリーニング病というのを増

殖しないとしてあるんですけれども、これは感染しないというふうに読み替えていいんで

すか。

○司会 では、安藤検疫官の方からお願いします。

○安藤統括植物検疫官 はい、そのとおりでございます。菌を持ってきても、ゲッキツで

は菌を増殖しないし、発病もしないということです。

○ では、感染しないと。質問者Ａ

○安藤統括植物検疫官 感染しないですね。

○ という意味でよろしいわけですね。質問者Ａ

○安藤統括植物検疫官 はいそうです。

○ それから、もう一つ続けてよろしいですか。質問者Ａ

○司会 はい、どうぞ。お願いします。

○ それでは、７ページで新たにゲッキツが検査を受けての移動というふうにな質問者Ａ

っていますよね。これは、ミカンキジラミがついていないという検査ということなんです

か。

○司会 今のお話については、ちょうど移動規制の強化、緊急防除２ということについて

のお話かと思うんですけれども、こちらでよろしいですか。

○ はい、そうです。質問者Ａ

○司会 そのところの、検査を受けて移動ということの意味、新たにゲッキツがなってい

るということなんですけれども、その点でよろしいでしょうか。



- 27 -

○安藤統括植物検疫官 ミカンキジラミの寄主植物の新たな寄生のところの移動の検査で

すね。はい。これはミカンキジラミがついていないこと、当然、卵、幼虫等も含めて、こ

れを検査して、ついていなければ移動ということです。

○司会 ありがとうございました。

では、真ん中の今手を挙げられました方。

○ ７ページにミカンキジラミの指宿市内で発見されたのにはグリーニング病の質問者Ｂ

原因となる菌を含んでいないと出ておりますけれど、ミカンキジラミの分布はどの地域で

すか。日本全部ですか。九州だけですか。

○司会 ミカンキジラミの日本国内での分布というお尋ねですね。

○ そして、指宿にはおったんだけど、これではないというわけですね。質問者Ｂ

○司会 その指宿の方で見つかりましたミカンキジラミについては菌を持っていなかった

かということかと思います。

○ これは、いいですか。質問者Ｂ

○司会 はい。

○ これは２月の27日の南日本新聞に喜界で緊急防除、鹿児島県苗木持ち出し４質問者Ｂ

年禁止とこう書いているんですが、ちょっとおたくと県と違うかもわかりませんけど、４

年禁止というその根拠はどうして４年なのでしょうか。県でないからわからんと思います

けれども、県の方はどなたか来ておられますか。

○司会 はい、どちらから。

○ これも４月12日から４年間と書いてあります。南日本新聞です、地元の。質問者Ｂ

○司会 はい、わかりました。じゃそうしますと質問は３点ということで、まずミカンキ

ジラミが日本国内でどういう形で分布しているのか。あと、指宿市内で見つかったものに

ついては菌を持っていたのかどうかということのご確認と。あと３点目が、喜界島の方で

４月12日から４年間移動禁止ということについて南日本新聞の方の記事がありましたけれ

ども、その点について実際どういうような形であるのかというようなご質問ということで

お答えさせていただきたいと思います。

では、まず安藤統括官からお願いいたします。

○安藤統括植物検疫官 では、最初のご質問のことについてお答えしたいと思います。

恐れ入りますが私のご説明した資料の５ページを開けていただけますか。

３枚目ですね。よろしいですか。その３枚目の下の欄のそこにカンキツグリーニング病と
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ミカンキジラミの分布域というのが書いてございます。よろしいですか。おわかりになり

ますか。資料の……

○ カンキツグリーニング病を持っているミカンキジラミが分布しているのがこ質問者Ｂ

こだという意味ですか。

、 、○安藤統括植物検疫官 それで この地図を見ながらご説明させていただきたいんですが

ミカンキジラミはちょっと線でわかりにくいんですが、真ん中辺にミカンキジラミの分布

域として矢印が下に向いたものが書いてありますね。奄美大島の上の方に線を引いて。そ

れ以南にミカンキジラミは分布しております。

○ 日本全部ですね。質問者Ｂ

○安藤統括植物検疫官 日本全部で。はい。それで、昨年見つかった指宿市の方は、今ま

だ調査中なので、分布しているという状況にはまだないと。ここで調査している中で、じ

ゃここにカンキツグリーニング病が発生しているかとか、そういう状況もあわせて調べた

んです。その調べた結果、カンキツグリーニング病は確認されておりません。

○ はい、わかりました。質問者Ｂ

、 、 、○松井課長補佐 それと ３点目の４年間というお話ですけれども これにつきましては

ちょうど昨日、官報ですね、カンキツグリーニング病の喜界島の緊急防除に関する省令と

告示というのが出されました。そこで緊急防除の期間を定めておりまして、それが今年の

４月12日から平成23年の４月11日までの４年間ということを規定しております。恐らくそ

の記事はその４年間のことを指しているのではないかと思います。

○司会 今のご説明で、もう少し何かお答えするようなことはありますか。

○ ４年間と期限を切ったあれがですね、どうして４年間としたか。質問者Ｂ

○司会 なぜ４年間なのかということでございますね。

○ 何か奄美大島の方に行ってきたときは当分の間という表現をしておりました質問者Ｂ

よね。それでなくてこれは４年間と切っているから。

○司会 松井さんの方からお願いします。

○松井課長補佐 では、お答えいたします。最近緊急防除をやるときは、大体期限を切っ

てやっております。それで、その間に新たに発生があったら、その場合には必要に応じて

延長するというやり方でやっておりまして、今回なぜ４年間ですかといいますと、１年目

でまず喜界島の発生は非常に少ないので、１年間で徹底的にその撲滅を図る。カンキツグ

リーニング病は病気が発症するまでに３年ぐらい潜在感染している可能性もありますの
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で、３年間はそのまま防除をすると、あわせてその発生調査というのもあわせてやると。

その結果、グリーニング病が喜界島からなくなったということであればその後になり終了

することができると、そういうことでまずは４年間ということでスタートさせてもらった

という考えです。

○ わかりました。質問者Ｂ

○司会 そのほかご質問等ございましたら、お願いしたいと思います。

そうしましたら、ちょうど今カンキツグリーニング病のお話が出ましたけれども、それ

に関連して今の国内防疫の関係等の説明を踏まえてのご質問とかご意見とか、今のご紹介

等のご議論のお話がありましたら、ちょっとご発言いただければと思うんですが、いかが

でしょうか。

○ 指宿の農業改良普及センターの神崎と申しますが、ちょっと先ほど移動規制をさ神崎

らに広げるという話がありましたね。それに関連してなんですけれども、なぜ指宿市でミ

カンキジラミが出たのか、その検証というのはされているんですかね。それがないと、結

局非常に言い方はきついですけれども、結果結果、現象現象を追いかける形で移動規制を

かけるということではいかがなものか、何か後手後手に回っているような気がしていまし

て、それですべて結局我々が非常に労力を強いられているんですね。

それとあわせて、指宿は日本一、二を争う観葉植物地帯なんですね。そういうところで

観葉植物になりますと南方系の植物を輸入する例が多いですね。それで、結果そういう観

葉植物の業者なり指宿なりの業者も含めて、割と国内の南方から入れる業者も含めてでし

ょうか、そういうミカンキジラミの移動規制の対象になるような病害虫の情報をどういう

形で知らしめているのか、最後に統括官が言われました、知っていただく、守っていただ

くという部分で、それがないと、知ってもいないし守ってもいないということになりかね

ないので、そこら辺をちょっとお聞きしたいんですけれども。

○司会 今の方も指宿でのミカンキジラミの発生原因等わかっているところがあれば状況

を教えていただきたいというお話と、あと、観葉植物等の事業者等への情報提供の状況と

いうことでしょうか。

○ 何で入ったかという、その検証をされているのかということです。神崎

○司会 わかりました。

、 。 。○松井課長補佐 では お答えいたします カンキツグリーニング病の発生・拡大ですね

この経路については、可能性としては一つ、そのミカンキジラミに関して言えば、そのミ
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カンキジラミが付着したものが移動に伴って伝播した可能性、それからミカンキジラミ自

体が何らかの経緯で届いたという可能性というのがいずれかになろうかと思いますが、現

。 、 、時点で特定はできておりません 今回の規制強化については そういう状況もありながら

可能性になり得る経路というのをすべて遮断するという観点で、カンキツグリーニング病

の発生・拡大に規制を講じようということでやったものでございます。

一方、輸入に関しましても今回同様に強化ということが行われております。これまでに

はミカンキジラミに関して言いますと、その寄主植物すべて輸入時の検査というのは行わ

れております。これに加えまして、カンキツグリーニング病の寄主植物につきましても可

能性のあるものについては輸入の停止という措置をあわせて行っていきたい。以上のよう

な措置の強化によって、これ以上のまん延の拡大というのを抑えたいと思っております。

○島田室長 ちょっと補足をさせていただきますと、このミカンキジラミというこの虫に

ついては、長い距離を飛ぶという虫ではございませんで、せいぜい例えば５ｍとか10ｍと

か、そういう範囲での移動をするということがわかっております。そういう虫でございま

すので、いわゆるみずから羽で飛んで指宿に上陸するということは考えられないというこ

とで、先ほどから申し上げていますように、いわゆるミカンキジラミがつく植物ですね、

こういったものがやっぱり移動したことによって入ってきたのではないかということ、そ

れから場合によっては台風とかそういう強い風にあおられて、その風に乗ってきたという

ことが原因としては出てきます。我々としては、そういう面から見てどれが一番妥当なも

のなのかというようなことを検討しておりますが、指宿というところが港であって、苗木

みたいなものの流通というものも結構あると聞いております。ですので、特定はできませ

んけれども、そういったところに原因があるのではないかということと、それから当然ミ

カンキジラミについても遺伝子解析をさせていただいておりますので、この指宿の方で見

つかったものとどこの地域のミカンキジラミの遺伝子型が一致するかということで今確定

を進めているところでございます。

申しわけございませんけれども、これは畜産の病気も含めて病気の発生には完全に特定

するということはなかなか難しいものでございまして、今申し上げたような経路としての

ケースがこういうものが考えられるというのが今申し上げることでございまして、なかな

、 。か決断ができないようなことも現実でございますので ご了解をいただければと思います

それから、広報の関係でちょっとご説明いただけますか。

○安藤統括植物検疫官 今ご質問の中で、してもらうといってもちゃんとそういうことは
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知らせているのかというようなご質問だったと思いますが、私どもは年に３回ですね、４

月、７月、12月という年３回、移動規制の広報の強化月間ということで対応をしておりま

す。また移動規制につきましては、ポスター、リーフレットをつくりまして、ポスターの

方はいろんな機関に掲載してもらう、またリーフレットにつきましては、空港等での配布

を行っております。また、市町村の方に行きまして、直接お話を伺ったり、市の広報とか

そういうもので掲載をしていただくというようなことでもお願いをしております。

それから、特定の業者さんについても、例えばのお話なんですが、さっきお話ししたサ

ツマイモの移動というのは、サツマイモはよく知っているけれども、アサガオとかはそう

いう対象だったのかというようなことをご存じないということも聞きましたので、こうい

うものが対象なんですよということで、もっと写真とかそういうので具体的な説明をした

、 。 、 、広報等ですね 配布をすることを考えております また 今回の移動規制につきましても

早速その変更の内容、改正の内容を配布したいと考えております。

○司会 ありがとうございました。

今のお答えでよろしいでしょうか。

また、関連してお話等、ご質問とかご意見、カンキツグリーニング病の関係等でお話あ

りましたらお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

今手を挙げていただいた方、お願いいたします。

○ 鹿児島県食の安全推進課の時村と申します。時村

移動規制の件でまた一つご質問したいんですけれども、港のゲートのところで、空港な

どは機械を通してチェックしたり荷物が厳しいんですけれども、港はもちろん目視での検

査になっております。それと車ですね、貨物等と一般の方の車に積み込まれた荷物のチェ

ック体制、そういったものはどういったチェックをなさっているのかをちょっと知りたい

んですけれども。

あと、すいません、もう一つですね。防除を実施……、移動のお話ですか。

○司会 いえ、関連してほかのものも結構です。

○ じゃすいません、アリモドキの防除も含めてなんですけれども、現地の方で防除時村

を実施している際に、最近国際基準にのっとってということで防除をしているわけなんで

すけれども、そのときに今日こういった対外的な説明が必要になりますというお話をして

いただいたんですけれども、侵入警戒を実施している際、さらに発生した場合のトラップ

調査等を実施していく際、どういった基準にのっとって、科学的根拠にのっとって、トラ
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ップを実施しているのか。指宿などの小発生の場合ですね、そういった基準が過剰という

か、本当に適しているのかどうかといった論議をする場がなかなかなくて、地元の方は大

変努力を強いられております。そういったところを十分に国と地元の方で協議をしていけ

るような場を設けていただけたらというお願いがあるんですけれども、よろしくお願いい

たします。

○司会 質問は２点ということで、１点目のお話は国内の関係でございますので、海外と

、 、 、いうことではなく 例えば鹿児島港であるとか奄美から来るような侵入関係 港での検査

車の荷物チェックの対応状況のご質問と、２点目の方はアリモドキゾウムシの関係で、侵

入状況の調査ということで、トラップの設置なり地元との協議をどういう形でやっている

のか。あと地元との協議の場の設定について検討してほしい、考えてほしいというような

ご意見かと思います。

○安藤統括植物検疫官 今の検査の話は国内のいわゆる移動規制に関してどういう対応を

しているかと、どういう調査をしているんですかというご質問、輸入も含めてですか。国

内で奄美からこちらに入ってくるという状況のものですね。沖縄から入ってくる、今沖縄

、 。が移動規制の対象になっていますので 沖縄から入ってくるということでよろしいですね

○ アリモドキを含めれば今の奄美もそうですよね。この場合、奄美の徳之島の港、時村

与論の港、永良部の港もそうなるわけですよね。そういったときに一般の方の手荷物は目

視ですよね。あと、車の中に積み込まれたものとかのチェック体制というものはどうなっ

ていますでしょうかという質問ですが。

○安藤統括植物検疫官 やはりこれにつきましては、呼びかけをして見せていただくとい

うような体制しかとれない。目視と言われればそうかもしれませんけれども、こういうも

のは持ち込んではいけません、そういうものはお持ちでないでしょうか。また、見ている

範囲でそういうものがあればご指導をするということになります。荷物をあけてとか、そ

ういう強制的な対応は、これはちょっとできないということです。やはりまず何よりも呼

びかけをして、ご提示いただくというようなことになるかと思います。

○松井課長補佐 アリモドキのトラップの件の設置に関しましては、国と県、それから市

町村等で協議する場を設けて、活動を進めてきていると理解しています。国としての案を

つくる際には、そういう方向での動きなどに基づいて科学的な研究や、たくさんの情報に

、 。基づいて まずは非常に理想的なものを出させていただくということが多いかと思います

その上で実際に現場で実施できるかということを関係者と協議の上実行していくというプ
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ロセスになっていると理解しております。

○司会 今のお答えでよろしいですか。

○ すいません、話し合いの場というのが本当に効率的なトラップの設置数になって時村

いるかという協議が、その国際基準というのがちょっとまだ見えにくい部分が地元からは

ありまして、たくさんつけるに越したことはないんですけれども、発生度合いとか、地元

の対応できる範囲とか、そういったものを考慮をした上で効率化、適切なトラップ数の協

議というのを今後も図っていけないかというお願いであります。よろしくお願いいたしま

す。

○司会 ありがとうございます。

今の点についてはお聞きするということでよろしいでしょうか。

○ はい。質問者Ｂ

○司会 どうぞ、そのほか関連してお話はありますか。

はい、真ん中の方お願いします。

○ 奄美群島は昭和28年の12月25日に復帰する前から、アフリカマイマイで大分質問者Ｂ

悩まされたんですけど、現在アフリカマイマイはどういうぐあいになっておりますか。そ

れが１つと。もう１つは、南日本の記事に鹿児島県議会の常任委員会ですね、これの農林

、 、水産のあれに 地球の温暖化対策として国の政策と統合性をみんな質問しているんですよ

その中で温暖化で南方系の害虫が大きな課題となっており、防除技術開発など対策に取り

組んでおる、これは県のですけどね、植物防疫課はどういうぐあいにここで指導をしてお

られますか。

○司会 ご質問は２点ということで、１点目がアフリカマイマイの今の状況ということで

ございますね。１点目は県の方でいらっしゃれば、ご報告をいただければと思います。も

う１点は、地球温暖化の影響で南方系の病害虫の防除について、連携して取り組まなけれ

ばならないというようなお話があって、その取組み状況ということでしょうか。

○ はい。質問者Ｂ

○司会 そういったご質問ということでございますが。

それでは、安藤統括官の方からアフリカマイマイについてお話しいたします。

、 、○安藤統括植物検疫官 アフリカマイマイにつきましても今移動の規制が 持ち出せない

発生地域というところがございます。それは沖縄県、奄美群島、トカラ列島、小笠原諸島

ということで、ここについては今のところ発生が確認されているため移動できないという
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ことになっております。

○ 防除の方はどうなっておりますか。質問者Ｂ

○安藤統括植物検疫官 防除の方ですか。防除については、その地域で防除の努力という

ことで進めているというところです。

○ 前はうちは与論におったことがあるんですけどね、そのときは町が１匹幾ら質問者Ｂ

で買い上げて袋に入れて、それからはしけに乗せて、海の先にいってぼんと捨てておった

んですよ。それがもう死んでからずっと１カ月ぐらいして海岸にずうっとアフリカマイマ

イの殻が上がってそれにヤドカリが入って、それを持ち出しおったら防疫所の方がアフリ

カマイマイと間違えて、見たらヤドカリだったので、何だヤドカリかと、そういう時代が

あったんですが、あとは県の方がたしか予算をつけて、何か薬剤をまいてそれで防除して

いたんですけれど、それからあちこち移動しましたんですけど、どうなっているかと思っ

て、小さい島ですけど、与論で。昭和32年ごろです。

○司会 県の方で何かご紹介いただけるようなお話がありましたらお願いします。

○鹿児島県 与論島でのアフリカマイマイについてですけれども、発生がちょっと広がっ

ておりまして、薬剤防除費の方ですね、補助をいたしておりまして、それについて防除効

果等を調べて町の方を中心にいたしまして防除を実施していただいております。

○ あのころは県の方から薬を全部農村に配ってやっていた時代があったんです質問者Ｂ

よ。ところがまかんで、海面にまいて役場の人間が怒ったんですよ。

○鹿児島県 圃場とかでの発生の対象がありまして。

○ やっぱり発生しているんですか。質問者Ｂ

○鹿児島県 はい、発生はしております。

○ 長いですね。質問者Ｂ

○鹿児島県 一応、国の方からの補助事業で薬剤費をいただいておりまして、そちらの方

で薬剤防除効果と防除の実施の方をしております。

○司会 鹿児島県の方どうもありがとうございます。

そうしまして、あと地球温暖化の関係で南方系の病害虫対策のご検討の状況ということ

については、よろしいですか、お願いします。

○島田室長 特に南方系ということではなくて、例えば国内に入る可能性がある病気につ

いては、我々はその情報を、例えば今私どもの部署というのはＮＰＰＯという国際的な植

物防疫のいわば窓口になっております。私がその窓口のところの部署にいるわけで、海外
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との間で情報交換などをしております。そういう意味からすると、諸外国で発生した病気

が国内に入る可能性というのを常に見ているわけでございまして、例えば今カナダとかそ

ういったところに森林の病害虫でカシワの木が突然カビに侵されて突然枯死してしまうよ

うな病気が出ています。そういういろんな病気が出ているものを常にそういう情報を得て

おりまして、そういうものが入ってくることに対しては、例えば入りそうだということで

あれば検疫の条件をきつくするとか、その地域からのものについては十分警戒をするとい

うやり方をします。

それと同じように、確かに地球温暖化ということで、今まで南の方の東南アジアとかそ

ういったところにしか生息できなかったようなものが日本の四季のあるようなところで越

冬してしまうような虫が出てくることは確かでございまして、そういったものに対しても

当然情報を取っているという状況でございます。あわせてさっき申し上げたような、入っ

てくる可能性があれば、侵入警戒調査ということを実際にこれは交付金で各都道府県にお

願いすることになりますけれども、そういう調査を実施することになっております。です

ので、今回のカンキツグリーニング病とかあるいはアリモドキゾウムシみたいなものにつ

いても、必ずしも温暖化の影響だということにはならないかもしれませんけれども、南か

ら上がってくる可能性があるというようなことでございますので、そういう調査を用いて

対応するというようなことでやっておりますので、都道府県の方でそういう議会の方でも

問題となっているというようなことに関しては、国としても協力をして対応していきたい

と思っております。

○司会 ありがとうございます。

よろしいでしょうか。

今お話ありましたけれども、この意見交換会という形で鹿児島で開かせていただいてお

りますのは、こういった国内検疫の関係で非常に関係深いということで、ちょうどいい機

会ということで開催させていただいております。こういった場合には、生産者の方なり事

業者の方なり、違った立場からのご意見などをいただければと思っているものですから、

そういった観点から、いろいろなお立場からご意見なりご質問あればと思っているんです

が、いかがでしょうか。

意見交換会というものについては、もう既にご存じの部分があるかと思うんですけれど

も、平成15年７月以降、農林水産省なり、内閣府の中につくられました食品安全委員会に

より、広く消費者の方、事業者の方といろいろなリスク管理措置などについて意見を伺い
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たいということで実施しておるところでございます。どんなことでも結構でございますの

で、ご質問なりご意見ということでいかがでしょうか。

お願いいたします。

○ 鹿児島県病害虫防除所の者です。質問者Ｃ

この７ページ、先ほどのカンキツグリーニング病関係のこれの下の方のミカンキジラミ

の防除、この文章なんですけど、これは非常に飛躍しているんじゃないかなという気がい

たします。万が一感染樹が持ち込まれると書いてあるんですけれども、これは万が一でも

感染樹を持ち込まないようにするのが植物防疫所の仕事じゃないのかなという気がいたし

ますし、仮に持ち込まれたにしても九州内に簡単にまん延する可能性はないと思うんです

よ。というのは九州管内にミカンキジラミがまん延しているのかという問題が起こってい

るのであって、これが書かれているということは、九州管内にミカンキジラミが入ってい

るのがもう確認されているのかというのをお伺いしたいと思うんです。

○司会 ありがとうございます。

今のご質問、九州管内のほかのところでもミカンキジラミが確認されているのかという

ご質問、書き過ぎではないかというようなご指摘かと思うんですが、いかがでしょうか。

○安藤統括植物検疫官 ほかの地域で確認されたということはございません。

書き過ぎではないかというところは、確かに出てはならないものですから、当然入れて

はならないんですが、まさに万が一で、ミカンキジラミがいるという状況はカンキツグリ

ーニング病の媒介という条件があるわけですから、より一層リスクは高いという意味で書

かせていただいております。何もないところにミカンキジラミがいないところに一本入っ

てくるのとミカンキジラミがいるところに一本入ってくるのはちょっと違うという意味で

書かせていただいております。

○ じゃなくて、持ち込まれないようにしていただきたいというお願いというコ質問者Ｃ

メントです。ここに簡単に「万が一感染樹が持ち込まれると」と、何かすいません、言い

方悪いんですが、人に責任を押し付けたような感じで書いているので、そこら辺の持ち込

まれないような防疫の徹底をしていただきたいという意味です。

○安藤統括植物検疫官 はい、わかりました。

○ それと、指宿市内でも我々もミカンキジラミで鹿児島県としては見ているん質問者Ｃ

ですよ。普通沖縄の状況とか栽培の一般的に言うとほとんど栽培場ですよね、そういうと

ころで見る限り、我々が見る限り、ミカンキジラミはいないんですよ。そういうところで



- 37 -

簡単に九州内にまん延してしまう、可能性が高いなんていうことはそんなにあり得ないと

思うんですけれども。

○島田室長 今おっしゃるとおり、そういう状況にないということは県の方でのご認識、

そんなに我々違和感ありませんので、おっしゃるとおりだと思います。

先ほど申し上げたように、私どもの門司植物防疫所の管内で移動規制をかけるというこ

とに関して、植物防疫官が実際の物の移動については確認を徹底させていただくというの

はその意味でございますので、させていただきたいと思います。それからあわせて、そう

いう感染樹がもし持ち込まれた場合はこういう可能性があるということで、その資料の下

の方に書いてございますように、予防的な措置ということを取らざるを得ないという対応

を書かせていただいているものですから、今後とも都道府県の普及所さんと病害虫防疫所

との連携の中でやらせていただきたいと思っております。多少インパクトがあるかもしれ

ませんけれども、できるだけそういうことのないように対応を取りたいということで書か

せていただいたものでございます。

○司会 ご指摘の責任を押しつけるということではなくて、今後きちんと防除していくの

で注意喚起というような観点から書かせていただいた、ご指摘のような意図はないという

ことでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

そのほか、関連するようなご意見等ありましたら。

○ どこに行けば、これは全日空ですよね、全部書いているんです。本当に注意質問者Ｂ

が必要なものは植物防疫のこれに書いていますよね、航空会社が。それで今度奄美に行く

船には「お願い」と書いて 「お知らせ、植物の移動制限について」と、こういうのを出、

しているんですよね。それで、防疫所はえらい啓蒙・宣伝をやっているなと思って関心す

るんですよ。これは引き合いに出しては悪いんですが、動物検疫はその点あんまりその点

は見かけないんですよ。それで、台湾に行こうと思って、来たんですよ、これを出してい

るのは台湾観光協会ですか、これにも台湾基本情報ですか、これにも持ち込み禁止品とか

いろいろ書いているんですよ、これ。そして、これは奄美に行くときにいただいた港でみ

んな持っていますよね。パスポート取りに行ったときにそこに来たんですよ、そうしたら

これがあるんですよ。けさおたくからももらったですけど、これは「海岸にお出かけのあ

なたに」と書いて植物検疫のしおりですね。これだけ一生懸命やっているのに、どうして

みんな、何か聞いてみたら、狂牛病とか鳥インフルエンザというのはよく知っているんで

すけれども、あんまりこういうパンフレットとか植物検疫に関してはほんとにこんなに一
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生懸命やっているのにあんまりみんな関心がないのかなとちょっと不可思議に思うんです

けど。それだけです。自分の意見です。

○島田室長 私どもの広報をちゃんと見ていただいているということで非常に感謝したい

と思います。

一番最初に、いわゆる車の中に積まれているもの、人がポケットに入れて入ってくるも

の、そういったものが取り締まれないだろうかというご質問があったんですが、これにつ

いては、実際ほかの方の所有物を検査するということになりまして、いわゆる民法とのか

かわりで勝手に人のかばんを開けてはいけないとか、そういうことは実は私ども配慮しな

ければいけないという状況でございます。そのために植物防除は逆にＰＲをきちっとさせ

ていただくことによって、ご協力を賜るというのが趣旨でございます。

そういうことで、例えば成田空港、あるいはこちらの沖縄の国際空港でもそうでしょう

けれども、携行荷物に関しては基本的には申請をしていただいてチェックをさせていただ

くということになっておりまして、持ち物検査のように強制的にそのかごを開けてくださ

いということは、私どもの権限が実はないんです。そういう状況の中での対応でございま

すので、一方ではＰＲをさせていただくということ、一方では申請に基づくご協力を賜る

ということで施策を運用させていただいておりますので、そういう点でご理解を賜れれば

非常にありがたいなと。逆に言えば、そういうものが持ち込まれないようにそれぞれの方

々のモラルというものを高めていただく、そのために私どもとしてもその必要性をこうい

う席あるいはパンフレットを通して訴えていきたいと思っている次第でございます。よろ

しくお願いいたします。

○司会 私もリスクコミュニケーションということで意見交換会の開催を農林水産省の方

で担当させていただいているわけですけれども、先ほどお話ありましたＢＳＥ牛海綿状脳

症の関係とか鳥インフルエンザの関係、こちらの動物検疫、家畜衛生ということで、こう

いった意見交換会もさせていただいております。また植物検疫、防疫という観点から言う

と、まさに侵入を防止して、縁の下の力持ちというような観点で、こちらの方も昨年来定

期的に皆様に情報の提供と、いろんなご意見を伺うということで実施させていただいてい

るということでございます。今回、鹿児島で14日に開催しているわけですけれども、22日

に今度は東京の方でも同じような形で皆様にご紹介したいということで、今後とも情報提

供、意見交換に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

それで、鹿児島ということで、国内検疫の件に話題が集中していろいろご意見を伺って
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きたわけですけれども、植物検疫という観点でいきますと、輸入の検疫、輸出の検疫とい

う部分もございます。こういった観点から、せっかくの機会でございますので、ご意見と

かご質問等がありましたら、ご紹介いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

そういった関係に携わっていらっしゃる方もいらっしゃるかと思うんですが、よろしい

ですか。

そうしましたら、国内、先ほど来ご説明しております国内検疫の関係で、最後に一つぐ

らいご意見があればお伺いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

はい、その前の方お願いします。

○ さっきのところなんですけど、７ページの一番下の予防的にミカンキジラミ質問者Ｄ

の防除を実施する必要があるというのは、これができなかったところなので、そうかなと

、 、 、思うんですけども この行為の点は根絶まで持っていくんでしょうかということと あと

例えばツマベニチョウでしょうか、九州の南端しかいないというふうに発生域が限定され

ているような形でミカンキジラミが終わらないのかなという、お話わかりませんか。

○司会 すみません、さっきツマベニ……とは何でしょうか。

○ ツマベニチョウという、それは九州南端しかいないというふうに言われて、質問者Ｄ

限定されているものですから。

○島田室長 カンキツグリーニング病の関連でのミカンキジラミというのはそこに書いて

ございますように、いわゆるまん延を防止するカンキツグリーニング病の伝播を規制する

ために取らせていただく措置でございます。それで、特に指宿、鹿児島の方の本土の方に

来ているミカンキジラミについては現在調査しておりまして、当然根絶をさせていただく

ような対応をとりたいというようなことでございます。そういうお答えでよろしいんでし

ょうか。

、 。 。それと 今のツマベニチョウというのはどんなものなんでしょうか チョウというのは

○ 昆虫のチョウで九州南端しかいないというふうに本では書いてあるものです質問者Ｄ

から、ミカンキジラミもそのような形でしか生育できないのかなと思いまして。

○司会 今のご質問ですと、ミカンキジラミが指宿市内で発見されたということで、ツマ

ベニチョウというのはチョウの種類でございますね。

○ そのような虫がいるから、根絶まではいかないんじゃないかなと。根絶を目質問者Ｄ

的にするということだったら、またちょっと大変だなと思って。

○島田室長 基本的には、生育の限界というのは、今おっしゃるとおり、その昆虫が越冬
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できるとか、そういうことでエリアが変わってくると思うんですが、幸いなことにこれま

でミカンキジラミは西南諸島には確認されておりますけれども、本土には、今はどうも屋

久島、トカラ列島まではいるんだけれども、あ、いないんですね、すいません。奄美大島

のところまではいますけれども、屋久島とトカラ列島にはいないという状況で確認がそこ

ではしておるということでございまして、そういう意味ではたまたま指宿の方にその限定

、 、地域としているということが確認されたので 人為的にこれを根絶をさせることによって

引き続き奄美大島より北の地域についてはミカンキジラミが生息しないという対応を取り

たいということでございます。これはあわせてカンキツグリーニング病の北側への侵入拡

大をとめるということであろうと思っております。

今のほかの虫のチョウの方の生息範囲というのは、多分それは害虫で根絶すべき対象で

はないということでご理解させていただきましたので、それについては生息域からすると

おっしゃられる範囲でいるということなんだろうと思います。ちょっとお答えになってい

るかどうかわかりませんが。

○司会 ありがとうございました。

そろそろお時間ということになっておるんですが、最後にもう１点ございましたら、ご

質問等、ご意見なりを伺いたいと思います。最後お２人ということで、お願いしたいと思

います。

○ もう１点お伺いしたいと思いますが、鹿児島県はマンゴーの産地でございま質問者Ｅ

す。それから、過去にミカンコミバエが発生した地域で、その後撲滅をしております。そ

ういうことで、現在海外からマンゴーの輸入が相当出ております。大量なマンゴーが入っ

てきております。それで、検疫上、消毒して輸入されているのが現状ですが、過去に完全

に消毒されないものが入って、それで国内に発見されたという事例がございます。そうい

うことで、消毒装置の完全なもの、消毒等の完全なものでということで、今後そういう対

応をしていただきたいということで、ちょっとお伺いしたいと思います。

○司会 続けて、最後に。

○ お店に行けば食品を買うと大豆の遺伝子組み換えのあれは含んでいませんと質問者Ｂ

か何とか書いているんですが、店員に聞いたらわからんです、売ってるのに、それは意味

はわからんですけど、本品は大豆の遺伝子組み換えのあれじゃありませんと書いているん

ですよね、括弧して。あれは何の意味がちょっとわかりませんが、ちょっと的はずれです

が、質問には。それをちょっと聞いてみたいと思います。
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○司会 はい、わかりました。室長の方から。

○島田室長 最初のご質問でございますけれども、今おっしゃるとおり、すべての地域で

はないんですが、例えばミバエ類、チチュウカイミバエとか、そういったものが輸入禁止

地域から輸入をしているマンゴーがございます。これは、本来は禁止地域からの輸入でご

ざいますので、普通では入れられないということで、私今日ご説明を申し上げた輸入に関

する協議を経て、条件をつけて入れるという部類に入ります。全く今ご質問をいただいた

ことが正確でございまして、いわゆる蒸熱処理で蒸気をあてて熱でそのミバエを殺すと。

あるいはお湯につけて殺すという形で、その技術が確立された温度、あるいは処理の仕方

でこれは確認できましたという科学的な証拠が日本側で確認できたものについては、その

施設から日本に入れることができます。

今ご質問いただいたのは、その施設がちゃんとした管理がされていなければそういう温

度が保てないというようなことも出るでしょうし、国内に入ってくる可能性があるでしょ

うということだったと思いますので、それに関しては毎年実際の施設のところに私どもの

植物防疫官が行って、そのデータを確認をするという作業をまずさせていただいておりま

す。それから、日本に輸入される農産物、これはマンゴーもありますけども、マンゴーが

ちゃんとその温度で処理されているかどうかというのを、実は今その温度がちゃんと保て

るかどうかというのをその処理をした機関のところで温度関係の表が全部電子的に打ち出

。 、 、されております その電子的に打ち出された表を確認することによって 温度が下がって

一時期実際には熱処理されていなかったというような事例があれば、それは輸入ができな

いわけです。それが輸出する前、外国、例えば今フィリピンとかメキシコとか、そういっ

たところから入っておりますけど、その国に実際に検疫官が行って、対応しております。

一部のアメリカとか先進国の国々については、アメリカの検疫官がそれをやっていただい

ておりまして、日本はその作業がきちっとされているかどうかを監査に行くという形の対

応をとっている国もありますが、いずれにしても専門家が確認した上で入れております。

それから、実はたまに輸入の際にそれが見つかることがございますけれども、その場合

に、我々は輸入の検疫、例えば港とか成田とかそういったところに植物防疫官がそれを見

つけた場合には、それにかかわるものをすべてとめます。それで国内に入れないような形

でまずとめたあとに、実際にどういうことがあってそういうミバエが見つかったのかとい

うことを確認した上で、それが解消されない場合には輸入をとめるような措置になってお

ります。あわせて、そういう状況になった場合には、輸入の通常すべての品物を検査する
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というわけにはいきませんので、例えば今まで10％その荷物を確認していたものをその倍

にするとか、あるいは場合によってひどい場合には全量検査をするという形で厳重なる対

応をとったりすることにしております。その輸出前の検査と輸入の後の検査、この２つを

ベースに規制をかけておりますので、特に我が国においてはチチュウカイミバエというミ

バエ、これについては一番神経をとがらせておりますので、これが入らないような対応を

とっております。先日もちょっとそういうものが見つかったことによってアメリカのもの

をとめた経緯がありますけれども、今そういったことで、国内にまん延するような状況に

はなっていないということでございます。

それから、次の遺伝子の話はどうでしょう。

私は別の担当でいるときのお話でございますが、基本的には遺伝子組み換えというもの

については、国の方、国というのは２つありまして、１つは農林水産省です。これは国内

に入ったときに、その大豆が植えられてしまった場合に、ほかの大豆と花粉を交雑して、

日本の国内にそういう大豆が入ってしまうということがありますので、その部分では農林

水産省が担当して確認しています。それから、食品の安全性という観点からは厚生労働省

の方の検疫がそれを確認することになっておりまして、実際に食品安全委員会の方にその

食品としての安全性を確認する申請書を出します。それで食品衛生安全委員会がそれを確

認して、このものについては食品として使うことが可能ですよということを確認した場合

には厚生労働省がそれを認可するという形になりますので、厚生労働省が認可した遺伝子

組み換えのものについては国内に流通して構わないという制度になっております。

今おっしゃられているものについては、多分納豆とかそういった豆腐とか大豆製品にそ

ういうものが書かれていると思いますが、私が大豆の担当課だとしますと、遺伝子組み換

えではないということを書いた方が、いわゆる消費の拡大につながるという趣旨で書いて

おられるということでございますので、直接先ほど申し上げたような政府が確認した制度

に基づくものではないということでございます。表示等の関係はちょっと私、適当なのか

どうかというのはわかりませんけれども、基本的にはその表示自体は国の指示に基づくも

のではないということでございます。

○司会 よろしいですか、今ので。詳しいご説明があれば。

○綿谷農政事務所長 すみません、確認しますけれども、遺伝子組み換え食品の表示につ

きましては、室長おっしゃったように、組み換え大豆自体の食品としての安全性について

は食品安全委員会で確認して安全性が確認されたものだけが流通するという仕組みになっ
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ているんですけれども、遺伝子組み換えのものと遺伝子組み換えでないものを選びたいと

いう消費者の選択の手段としてＪＡＳ法というのがございまして、その中で表示の仕方が

決められているということでございます。安全性とは別に、安全性が確認されたものが流

通されるんですけれども、それを選ぶか選ばないかは消費者の選択ということになります

ので、その表示の仕方を決めているということになります。それの言い方が遺伝子組み換

えでない、これは任意表示だと思いますけれども、そういう形で表示をされていると思い

ます。

○ では影響ないわけですが、ほとんどの人がその意味がわからんで、書いてあ質問者Ｂ

るから、これは何の意味だろうと、売り場に聞いても売り場はもちろんわかりませんから

ね。

○綿谷農政事務所長 今室長が食品安全委員会と言いましたけれども、安全性は確認され

ていても、それを選ぶか選ばないかというのは消費者の別の選択があるので、そういう意

味で書かれている、情報提供として書かれているという意味です。

○司会 どうもありがとうございます。

４．閉会

○司会 ちょうどお時間の方も10分ほどオーバーしてまいりました。まだご質問等あるか

もしれませんが、ちょうどお時間ということで、これで意見交換会を終了させていただき

たいと思います。

植物検疫ということで皆様にも今後ともご紹介していこうということでございます。ま

た、本日いろいろ出ましたご意見については参考とさせていただくなりご要望として聞か

せていただくとか、また皆さんへの情報提供に活用いただければということで、今後とも

、 。こういった会を催していきたいと考えておりますので よろしくお願いしたいと思います

お帰りの際にはぜひアンケートの方についてもご協力いただければと考えております。

本日の意見交換会はこれで終了させていただきたいと思います。

お忙しい中、大変ありがとうございました。


