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１．開会

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

開催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。

植物検疫制度についてはご存じのとおり、海外から病害虫が我が国に侵入防止すること

を定めた制度でございます。縁の下の力持ちといった制度でございまして、なかなか一般

的にお知らせする機会も少ないということで、今回、植物検疫制度についての意見交換会

ということで開催させていただいております。

本日は、皆さんと意見交換を通じながら、植物検疫についての理解を深めていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

議事に先立ちまして、資料の確認をさせていただきたいと思います。受付でお渡しした

封筒ですが、中をご覧ください。資料１として「植物検疫の現状とその課題」、資料２が

「植物検疫の現場から」となっております。そのほか参考資料として、植物検疫に関する

パンフレットを入れております。「植物防疫所」「植物検疫ってなあに」、あと私どもの関

係のメールマガジンで食品安全に関する情報をお伝えする「食品安全エクスプレス」があ

ります。また、「食事バランスガイド」という資料が入っております。

不足等ございましたら、お手をあげていただければ、資料をお持ちしますのでご連絡く

ださい。

また、アンケート用紙を入れてございます。意見交換会の進行等につきましてご意見い

ただきながら、改善に努めたいと考えておりますので、アンケートのご協力をお願いいた

します。意見交換会終了後、ファックスでも受け付けておりますので、是非ご協力をお願

いしたいと思います。

それでは、本日の意見交換会の進め方についてご説明いたします。議事次第の方をご覧

になっていただければと思います。

本日、まず最初に説明といたしまして、植物防疫課長の方から、植物検疫の現状とその

課題についてということで、約１時間程度ご説明をいたします。続きまして、横浜植物防

疫所の方から、植物防疫所の植物検疫業務について、約２０分ほどご紹介の説明をいたし
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ます。その後、１０分程度休憩を挟みまして、意見交換会となります。意見交換は、だい

たい１時間程度を予定しております。

そして、終了につきましては、１６時を目途に終了ということで予定しております。

本日は意見交換の中で、皆さんからいろいろご意見、ご質問等を受けながら、理解を深

めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

それでははじめに、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

植物防疫課の別所課長の方からご説明いたします。よろしくお願いします。

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

○別所植物防疫課長 ただいま紹介いただきました消費・安全局植物防疫課長の別所でご

ざいます。本日はお忙しい中お運びをいただきまして、大変ありがとうございます。これ

から１時間ほど、私ども担当しております、植物検疫の現状とその課題ということで、ご

説明をさせていただきます。

次のスライドをお願いします。

本日ご説明させていただく内容でございますが、ここに１から３までございます。まず、

植物検疫とは何か、なぜ必要なのかということをイントロとしてご説明させていただきま

して、あと、植物検疫については水際で行っております輸入検疫、それから実際に輸出す

るときに相手国への病害虫の侵入を防ぐという意味で輸出についても検査を行っておりま

す。その輸出検疫。そして、国内でも病害虫のまん延防止のための措置をとっております。

そのための国内検疫、さらには、侵入警戒調査、緊急防除といったいわゆる植物検疫の内

容についてご説明いたします。

大体、前半30分ぐらい、その辺をご説明した後、後半では最近の植物検疫をめぐる情勢

ということで、特に国際基準とのかかわりというのが昨今のＷＴＯ体制の中で私どもの仕

事にもいろいろ課題がございます。そういった関係、それから輸出入について、やはり国

際貿易を円滑に進めるという観点から、輸出国、輸入国、それぞれの間で協議をし、それ

まで輸入が禁止されたものを解禁をしたりしております。そういったことがどのように行

われていくのかということについてもご説明をしたいと思います。最後に国内においての
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病害虫のまん延防止で、最近、私どもとして新たに行ったことがございますので、その辺

もご説明して、大体１時間ぐらいということで予定をしております。それではよろしくお

願いいたします。

まず植物検疫についてということで次にお願いいたします。

植物検疫とはということでございますけれども、冒頭、司会の方からお話ございました

ように、病害虫のまん延防止を行い、深刻な農業被害が起こらないようにということを行

っているわけですけども、過去にそういった病害虫が原因でさまざまな、いわゆる国民の

生命、生活に影響を及ぼしたような事例がございます。少しご説明をさせていただきます。

次、お願いいたします。

これは海外の例ですけれども、わりと植物検疫の世界では一般的に語られている話でご

ざいます。1840年、もうだいぶ古い話ですけれども、アイルランドにアメリカからジャガ

イモの疫病が侵入、まん延をいたしました。アイルランドの農地の約４割がジャガイモの

農場ということでございましたので、これはジャガイモ飢饉ということでヨーロッパでは

100万人の方が亡くなり、また、アイルランドから100万人の方が国外移住をしたというよ

うな例がございます。

それから右のほうにございますけれども、アメリカからフィロキセラ、これはぶどうの

根につくアブラムシの一種であります。これが侵入をいたしまして、フランスを含めてヨ

ーロッパのかなりのところでぶどう畑が全滅をしたということでございます。当然、ワイ

ン生産に大きな打撃が出ておりまして、実はこの時にどうやって対策をしたかということ

なんですが、アメリカのぶどうはフィロキセラに耐性がありました。そこでアメリカから

ぶどうの木を持ってきまして、それにヨーロッパの木を接ぎ木してヨーロッパの品種を守

ったと。ですから、今のフランスのぶどう生産のかなりの部分の台木は北米原産の台木の

上にヨーロッパの品種がつながれているというような生産を行っております。そういった

ことがございます。

次、お願いいたします。

これもまたたいへん古い話でございますけれども、江戸時代の話です。ウンカ、稲の害

虫でありますが、こういうものが大発生いたしますと、当時はなかなか防除の手段がない

ということで祈るばかり、あるいはせいぜい水田に表面に油を入れて病害虫を窒息死させ

るというようなことをしておりました。左下にありますけども、享保の基金では１万2000

人の方が餓死されたというようなこともございます。



- 5 -

次、お願いいたします。

これは最近の話でございます。南西諸島、沖縄を含めましてウリミバエ、ミカンコミバ

エといういわば果樹ですとか、あるいは果菜類、野菜につくハエの種類がございます。こ

ういったものが侵入をいたしました。大正８年に侵入が確認されております。その後、沖

縄を中心に野菜あるいはメロン、ウリ等の生産にたいへん被害が出ました。これを25年か

けて根絶をいたしました。

根絶については、実はテレビの番組などでも紹介をされておりますので、ご案内の方も

いらっしゃるかもしれませんが、１つは性フェロモンで誘引をして、そしてあわせて殺虫

剤を組み合わせたようなもので殺虫する。それから不妊虫放飼ということで、これはウリ

ミバエのほうなんですけれども、いわゆる生殖能力を失わせたオスを大量に放ちまして、

結局、メスとの性行動を混乱させるということで子孫ができないようにするということで

徐々に徐々に防除をしてまいりました。トータルで625億の虫を放したというようなこと

になっております。ここにありますように相当のお金と従事をしていた人がありまして、

ミカンコミバエは昭和61年、ウリミバエは平成５年に一応、根絶をしております。

次、お願いいたします。

ということで、そういった病害虫が国内に侵入、まん延をいたしますとさまざまな被害

が農作物に与えられますので、そういったものを防止するために植物検疫があるというこ

とでございます。特に、外国等から侵入する病害虫については、なかなか生態系の中で天

敵がいないなどの、大発生する要素がございます。それから寄主となる植物の側にもなか

なか抵抗性がないというようなことで急激なまん延、そして壊滅的な被害が出る恐れが大

きいということで植物検疫というものを行っております。このために、下のほうにござい

ますけれども、港あるいは飛行場で貨物、携帯品の植物の検査を行っております。必要が

ありましたら消毒をするというようなことをしております。

したがいまして、植物検疫というのは食品の安全性、いわゆる食品そのものの安全性と

いうよりはむしろ農業生産、食料の生産、そして供給の安定という意味で国民生活に貢献

をしている制度であるとまずはご理解をいただきたいと思います。

それでは次、お願いいたします。

植物検疫がございまして、国際検疫と国内検疫の大きく２つに分かれます。国際検疫は

入ってくる方と出ていく方の輸入と輸出の２つに分かれております。国内の方はすでに発

生をしている病害虫の拡大を防止するということで、先ほど、沖縄、南西諸島のミバエの
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根絶の事例を申し上げましたが、その際にも当然、沖縄から寄主となりますかんきつ類の

持ち出しといったものについて規制をするなど、そういった防除については大体、国内検

疫というものを組み合わされて行っているということでございます。

それで私ども、さまざまな病害虫が日本に入ってないかどうかというのをいつも侵入警

戒を行ってるんですが、もし入ってきた時には早期の対策ということで根絶に向けた緊急

防除というものを組み合わせて行っております。そういったものを進めていく機関でござ

います。

次、お願いいたします。

私は農林省の本省でこの仕事に携わっておりますが、全国に73ヶ所のいわゆる植物防疫

所、支所、出張所というものがございます。右下にございますが、トータルで850人の植

物防疫官に先程申し上げたような仕事に携わってもらっているということで、特に港ある

いは空港といったところを中心にそういった配置が行われているということでございま

す。

次、お願いいたします。

それでは、次に植物検疫の現状ということで話を進めさせていただきます。

次、お願いします。

まず輸入検疫でございます。輸入検疫の概要ということで、これは外国からの侵入を防

止するということで、３行目にあります貨物、携帯品、郵便物などにより輸入される全て

の植物及びその容器、包装についても検疫を実施いたします。

次、お願いいたします。

どういうものを検査するかということであります。検疫有害動植物とあります。ここは

動植物とありますが、これは、微生物も含まれた概念であるということでご理解をいただ

きたいと思います。この検疫有害動植物というのはいわば検疫の対象になる、つまり、そ

れが見つかれば不合格になるというような有害動植物であります。これは２つの条件があ

りまして、１つは国内に存在していない、つまり日本にいないものが入ってくると、非常

に被害が大きくなる危険性がありますので、そういったこと。それからあともう１つ、２

番目にありますけども、国内にはあるんですけども、国として防除など必要な措置がとら

れているものも検疫の対象にしています。

これは逆説的に申し上げますと、国内に広くまん延しているものについては、検疫の対

象にはできないと。これは国際ルールとしてそういうような形になってございます。すな
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わち、国内で普通に存在してる病害虫を国境で検査して、その輸入を止めたり、不合格に

するということについては内外無差別の原則に反するということで、そういったことは行

わないというのが大原則になってございます。

実際に輸入検疫措置でありますけれども、いろいろなやり方があります。１つは輸入を

制限する。入れる時に必ず相手国からの証明書、これは病害虫がついてないという証明書

をもらったりとか、それから入る港、飛行場についても特定の場所から入れてもらうよう

にするというようなことをやっておりますし、極端な場合は輸入の禁止、そして検査など

も行っております。

次、お願いいたします。

もう少し詳しく申し上げますと、まず輸入禁止品というのがあります。これは基本的に

日本に未発生、なおかつ侵入した場合に非常に経済的な被害が大きくなるという恐れが大

きいもの。それから実際の水際の検査ではなかなか見つけにくい。実際の肉眼の検査で見

つけにくいというようなものについては原則、輸入禁止という措置をとります。これは禁

止しないとなかなか侵入が防止できないといったものについて当てはまるものでありま

す。

それからもう１つは、通常は大体ここなんですけども、実際に検査をいたしまして、病

害虫の有無を検査して、なければ合格と。これは輸入してくださいと。不合格になります

と、これは廃棄するか輸出国に戻すか、あるいは場合によっては消毒ということで薬剤処

理をした上で輸入を認めるということがございます。なお、一番右のほうにありますけど

も、お茶ですとか、あるいは完全に乾いたような果実。通常、病害虫が付着していないと

いうことがまず確実であるようなものについては、いわば加工品ですね。高度な加工品に

ついては植物原料であったとしても、それは検査の対象外になっております。

次、お願いいたします。

実際の検査の例として、船、航空機、手荷物の検査の例がございます。また後程、中島

統括官のほうから実際の現場でのご説明があると思います。

次、お願いいたします。

輸出検疫であります。輸出については、これは日本の農業生産の安定というよりは、輸

出相手国における農業生産の安定、病害虫の侵入防止というために実施をしております。

その相手国から実際にいろいろな条件をつけられております。これは日本側が輸出国に対

して条件をつけるのと逆の関係でありまして、日本が植物、農産物を輸出する場合も相手
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国からさまざまな条件が要求されることが数多くございます。そういった要求に基づきま

して検査をして、検査証明書を発給いたします。相手国が要求する場合は実際に栽培地検

査というものも実施いたします。この栽培地検査というのは実際に植物が生育している畑、

園地などで病害虫の有無などを防疫機関が検査する仕組みであります。

これは相手国からの要求の事例として書いてありますが、逆に日本が輸出国に対して栽

培地検査を要求している場合があります。例えばオランダから日本に入ってくる球根など

はオランダで栽培地検査をしてもらって、そのことが証明書にきちんと記載されていると

いう、通常、追記というようなことを言っておりますけども、検査証明書にそのことが書

かれていないと合格にならないというような仕組みもあります。実際に日本から輸出する

時も、一番下にございますけれども、合格という検査証明書がないと、相手国で大体受け

入れてもらえない、輸出できないということになります。

次、お願いいたします。

今、申しましたように相手国の求める条件に応じてこの検査は行います。したがいまし

て、何も条件がなければ輸出検査不要という場合もございます。それから検査をして合格、

不合格。それから日本がさまざまなものについて輸入を禁止しているのと同様に、日本か

らの農産物が相手国に対して輸入禁止となっている事例もございます。そういったものに

ついては輸出ができないということになります。

次、お願いいたします。

３つ目でございますけれども、国内検疫。これは実際に国内に侵入してきたり、あるい

は既に国内の一部に存在している有害動植物のまん延を防止するという意味の制度であり

ます。したがいまして、国内で検査をいたします。種苗検疫と移動規制という２つのカテ

ゴリーがあります。

次、お願いいたします。

まず、上のほうの種苗検疫でありますが、これは具体的にはジャガイモの種馬鈴薯の検

疫を行っております。種馬鈴薯に病気がついていますと非常に馬鈴薯生産に大きな影響が

あるということで、基本的に検査合格証明書が添付していないと譲渡や生産地域外への移

出が禁止されるという制度であります。それから下にあります移動規制。これはいわゆる

ある一定の地域で病害虫が発生している時に、その地域の中に、まずそこから外に出ない

という形を担保するための措置でありまして、禁止品、具体的には病害虫が付着する可能

性のある植物について持ち出しを禁止したり、あるいは検査、消毒を受けないと出せない
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というような、そういう仕組みを我々はとっておるところであります。

次、お願いいたします。

移動規制の１例であります。沖縄にはカンキツグリーニング病という病害、ちょっと聞

きなれないんですが、かんきつに発生している病害で、実際にこれに木が罹りますと実が

成熟しないんですね。緑のままになっちゃうんでグリーニング病という名前がついており

ますけども、これが沖縄に発生しております。これがさらに病気の発生が拡大いたします

と大変なことになるということで、かんきつ類の苗木を持ち出す場合には検査をしてから

でないと持ち出せないというような仕組みになっております。これについては、我々は新

たな措置を講ずることといたしました。最後にその内容もご説明をしたいと思います。

次、お願いいたします。

これはオーストラリアの例であります。オーストラリアもやはり大陸ではありますが、

周りを海に囲まれた、そういう意味では検疫には非常に関心を払っているといいますか、

政府としてしっかり取り組んでいる国の１つであります。オーストラリアの中にもチチュ

ウカイミバエとかクイーンズランドミバエ、これはやはりミバエといいまして、先程のウ

リミバエ等と同じようにかんきつなどのそういった果物や野菜などにつくハエであります

けども、これらが発生をしております。その中で国内に広がらないように、これは州境、

州の境で検疫をしているところであります。ここに罰金というようなものもちょっと見え

ますが、かなり厳しい検査が行われているという例でございます。

次、お願いいたします。

それから最後に侵入警戒調査と緊急防除ということについてご説明いたします。これは

とにかく早期発見、それで早期の対処ということが非常に重要になってまいりますので、

病害虫の早期発見、緊急防除ということを行っております。

次、お願いいたします。

まず早期発見のためでありますけれども、侵入警戒調査ということで、特にわが国に存

在しない病害虫を中心に全国の港、空港あるいは農地において調査をし、入っていないか

どうかというのを調べております。とにかく早期の発見が重要であると。ただし、万が一、

侵入した場合に緊急防除というようなことを行っております。これは一番下にありますが、

植物の移動を禁止したり、あるいは捨ててもらうということを命令したりいたします。と

にかく早く根絶をして、ほかの地域に広がらないということを行うという仕組みでありま

す。
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この緊急防除というのは当然のことながら、農作物被害を防止するということが第一の

目的でありますけれども、ここで対応を誤りまして国内に広くまん延をいたしますと、今

度は先程申し上げたように、日本の国でごく一般にいる病害虫というのは検疫対象になか

なかできないということがございますので、逆に水際での検疫が実際にできなくなると、

その根拠を失うということにもなりますので、この侵入警戒調査と緊急防除というのは非

常に大事な手段になっているわけであります。

次、お願いいたします。

侵入警戒調査であります。どんなことをやるかというのはトラップ調査といいますけど

も、これは大体、誘引物質を置きましておびき寄せるということで、どれぐらい捕まった

かということを調べたりとか、あるいは巡回調査ということでさまざまな港、空港周辺あ

るいはその圃場というものを定期的に巡回するということで、調査対象としては下にござ

います。ミカンコミバエ、チチュウカイミバエ、ここはいわゆるミバエということで、世

界的にも重要な病害虫であります。それからコドリンガ。コドリンガはりんごやなしなど

につく病害虫であります。それからアリモドキゾウムシ、聞き慣れないかもしれませんが、

サツマイモの病害虫でありまして、これが寄生しますとサツマイモは苦くて、まったく商

品にならないというようなものであります。それからリンゴの火傷病。さらには、スイカ

果実汚斑細菌病ということで、これはスイカなど、そういった果実につく細菌性の病害で

あります。そういったものが発生していないかどうかというのを調べているということで

あります。

次、お願いいたします。

緊急防除であります。ちょっと字が小さくて見づらくて恐縮ですけれども、昭和29年か

ら始まって、ずっとこういった緊急防除というのを行ってきております。先程、アリモド

キゾウムシがありました。それからイモゾウムシとありますけど、こういったものは両方

ともサツマイモの害虫ですが、鹿児島などでかなり頻繁にそういったものを行っておりま

す。最近の例としては上にございますけれども、屋久島でイモゾウムシの緊急防除を行っ

たというようなことがございます。後程、ご説明いたしますが、先程のカンキツグリーニ

ング病については、これから喜界島というところで緊急防除をこの春から行う予定でござ

います。

それでは次、お願いいたします。

近年の取組みということで次に話を移させていただきます。まず国際基準の関係でござ
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います。国際基準というのはいわば植物検疫も１つの国境措置でありまして、国境におい

て防疫される産品の管理を行っている措置の１つであります。そういったものの中で、こ

こに衛生植物検疫措置の適用に関する協定、通常ＳＰＳ協定といっております。Ｓａｎｉ

ｔａｒｙ ａｎｄ Ｐｈｙｔｏｓａｎｉｔａｒｙ Ｍｅａｓｕｒｅｓという意味でＳＰＳ

なんですけれども、これはＷＴＯができた時の協定の付属書の１つになっております。こ

のＳＰＳというのは動植物検疫、それから食品の安全性のための厚労省が行っているよう

な検疫も含めて、そういった措置についての各国の権利あるいは義務というものを定めた

ものであります。

次、お願いいたします。

ＳＰＳ協定は大きく申し上げて２つの性格がありまして、１つは各国がそういう措置を

とることを認めているということ。それからもう一方でそれが濫用されるということを防

止しているということであります。すなわち、科学的な根拠に基づいてＳＰＳ措置を行う

ということは各国の権利として認められているわけでございます。ただ、そういったもの

は国際貿易の場の中で濫用されると実質的な貿易の阻害措置になるということになります

ので、そうならないようなルールを定めていると。１つは１番のところにありますが、ま

ず科学的な根拠が必要だと。そういった措置のためには科学的な根拠が必要だと。それか

ら国際基準がある場合は、原則としてそれに基づきなさいということが定められておりま

す。じゃあこの場合、植物検疫についての国際基準ってなあにというのを次にお話しした

いと思います。

次、お願いいたします。

ＩＰＰＣ条約と国際植物防疫条約というのがあります。これは病害虫のコントロール、

それから病害虫のまん延防止に対する国際的な協力を目的とするいわゆる多国間条約であ

ります。

次、お願いいたします。

ＳＰＳ条約のもとに、いわゆるＩＳＰＭとありますが、植物検疫措置に関する国際基準

というものを定めております。これがいわゆる植物検疫の世界での国際基準になるという

ことであります。したがいまして、ＩＳＰＭが定められているものについては、これを基

礎にＳＰＳ措置、すなわち植物検疫を講じるということが先程のＳＰＳ協定に基づいて各

国が求められているということであります。

次、お願いいたします。
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ＩＳＰＭについては、今まで27の規準が制定されておりまして、順次、毎年、基準が増

えていっております。具体的な植物検疫措置についての国際基準作りが行われております。

これがやはり２国間の植物検疫措置の設定に大きな影響を与えているということでござい

ます。

次、お願いいたします。

スライドから少し離れてしまうんですが、ＩＳＰＭというのは、食品の世界ですとＣＯ

ＤＥＸといういわゆる国際食品規格というのがあります。そういったものと若干、性格が

違った基準であります。国際食品規格というのは、むしろその規格について各国が相互に

認証するというような仕組みでありますけども、このＩＳＰＭというのは具体的な植物検

疫のための措置はこうでなきゃいけないというのを定めている基準です。

少し説明いたしますと、実は植物検疫については非常に各国の病害虫の発生状況とか、

あるいは農作物の生産の違いがあります。したがいまして、各国にとって関心のある病害

虫というのは実は微妙に違ってきます。先程のミバエのように世界共通の有害な害虫もお

りますけども、例えば、そういった害虫が入ってきても、それに影響されるような農業生

産がなければ、別にその国にとってはあまり関心がない害虫かもしれません。したがいま

して、具体的にどういう検疫をどのレベルでやるかというのは基本的に輸出国と輸入国の

２国間の協議に基づいて、その保護のレベルみたいなものも定まってまいります。いわゆ

るバイという２国間の協議で決めるわけです。

例えば、かんきつにミバエがついてくると。その時にどういった手段で、どこまで厳密

にリスクを下げていくかということについては、基本的にそれが科学的な根拠に基づいて

いる限りにおいては輸入国の権利としてあります。ただ、例えば特定の手段を使おうとし

た時にどういった手段で行うべきかという、その手段の参照すべき基準みたいなものとし

てＩＳＰＭが定まっている。そういった性格のものが非常に多いわけであります。

具体的にいいますと、ミバエの侵入についても、例えばある国の中でまったく発生して

ない孤立した地域であれば、その国としてはミバエは発生しているんですけれども、特別

な地域からは輸入を認めましょうというようなやり方をする時があります。その時に、我

々は無発生地域と呼んでいます。Ｐｅｓｔ Ｆｒｅｅ Ａｒｅａ、ＰＦＡと言ってるんで

すけども、その無発生地域というのはどのように設定して、どういった要件を満たせば無

発生地域として認めていいかというようなことは国際基準があると。ただ、無発生地域を

採用して検疫をするかどうかということについては、基本的に当事者の国の間で決めるべ
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き問題になってくる。これが若干、植物検疫の国際基準というのが少しほかのＣＯＤＥＸ

なんかとちょっと性格が違うところであります。

少しスライドから離れてしまいましたが、ＩＳＰＭというのはこういったものについて

一種のガイドライン的なものとして定まっていると。しかし、これからやはりこういった

国際基準の位置づけというのはどんどん強化をされていくと思われます。先程、参照的な、

措置は基本的に２国間で定めているということを申し上げましたが、実はマルチ、つまり

各国で認証し合うような仕組みも出てきております。

これは１つは木材梱包材といって、貨物を輸出する時に木枠とかそういうもので貨物を

保護します。その木というのは植物なんですね。その木に、例えば森林病害虫なんかがつ

いていると、木枠がもとになって病害虫の侵入が起こるという危険性があるわけでありま

す。そういったものを防止するために、木枠についての消毒処理を定めた国際基準とあり

まして、これは実はそういう木枠、木材梱包材というのが再利用されて、いろんな国を回

るものですから、各国で同じ基準を認証し合おうということで、これはＩＳＰＭのガイド

ラインとしては非常に珍しいんですけれども、かなり相互認証的な共通のルール的なもの

になっています。

そういう意味で、そういったものも今後、増えてくる可能性もあるわけでありますので、

日本としてはＩＳＰＭの基準の作成に積極的にかかわっていこうということで、ＣＰＭと

言っていますが、委員会への参加。基準委員会といって基準の原案を作るところがありま

す。ここには日本の専門家が１人、ここの委員のメンバーになっていまして、それぞれの、

その下の作業部会というのもありますが、ここにも専門家をできるだけ派遣して、原案作

成の段階からかかわっていこうということで実際にやっております。下にありますけども、

情報提供とかそういったものをしっかりやっていって、ＩＳＰＭ策定の中での日本のプレ

ゼンスをどうやって上げていくかというのが大きな課題の１つになっているわけでござい

ます。

次、お願いいたします。

それから、次に国際基準とわが国の検疫制度についてご説明します。この文章を読まれ

ただけではどういうことを説明しようとしているか、よく分かりにくいんですが。

次、お願いいたします。

これも前のスライドが見づらければ、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。

先程申しました検疫対象病害虫というのは、先程のスライドでは植物防疫法の定義なんで
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すが、ここではＩＰＰＣ条約上の定義です。国内に存在しない、あるいは国内に存在して

いるけども、撲滅もしくは封じ込めのための強制的な防除を行っているというものであり

ます。日本の制度というのは従来、実は病害虫というのはなんでもかんでも検疫の対象に

していまして、日本に広く存在している病害虫も検疫の対象にしていて、発見されれば消

毒だよというようなことにしております。これについては最近の国際ルールに十分、整合

していないという諸外国からの厳しい批判を受けております。

簡単に整合できると非常に事は容易なんですが、なかなかそこが簡単にはいかないとい

う事情がありまして、じゃあ日本に存在していないものとかこれに当てはまらないものは

全部、検疫の対象から外せば国際基準と整合はできるんですけども、実は日本にもいます。

外国にもいます。ただ、実際に同じ種類の病害虫がいたからといって同じ病害虫かという

と、必ずしもそうでない。種の下の、例えばレースとかバイオタイプといったようなとこ

ろで細かな分類が違ってくる。そうすると被害の出方が違ってくるという場合があります。

それから薬剤耐性が違うという場合があります。それから、虫自体はいるんだけれども、

虫がウイルスを媒介することがありまして、その媒介するウイルスの評価がうまくできな

いということがあり、非常に事は簡単に進まないということで、今、何をやっているかと

いうことで順次、整合化を推進しております。まず広く存在する病害虫について、先程申

し上げたような分類学的なところとか被害みたいな出方のところについてはリスク分析を

行いまして、外せるものを順次、外しているという形でございます。

それから、消費材に付着する病害虫は検査の対象から除外というのがあります。これは

すごく分かりにくいんですが、果実についていても、別にそれは食卓で消費される分には

問題ないと。ただ、苗に虫がついていると、ウイルスを運んだりしますと農業生産に直接

かかわってきます。そうすると、苗のほうは検疫の対象にするけれども、果実のほうは検

疫の対象から外すというようなことを行って、苗のものについては引き続きリスク分析を

行うというようなことで、ちょっと分かりにくいんですが、そういうことをやって順次、

外していくということを行っております。なかなか一気に行かないんですが、実際に水際

の現場の中で問題になっている優先度の高いものから順次、外していっているというのが

実際のところです。

それからもう１つは、逆に検疫の強化というのがあります。強化とありますけど、逆に

ゆるめることもあるわけでありまして、これは科学的知見が蓄積されてきます。そうする

と新たな発生地域が見つかったとか、あるいは過去には発生地域とされてたんですけども、
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既に撲滅したとかそういう情報が新しく入ってきますから、それに応じて検査を強化した

り、ゆるめたりというようなことを実際にやっております。国際基準との整合性という意

味でちょっと分かりにくいんですが、我々はそういうような取組みも今、やっているとい

うことであります。

次、お願いいたします。

次にリスクに応じた検疫措置ということで、病害虫の科学的根拠に基づいた検疫という

ことなんですが、じゃあどういうふうな根拠をベースにしていくかということで、赤字で

ありますけど、病害虫危険度解析、ＰＲＡと我々は通称しております。これを実施して、

いわゆる検疫における評価の基本であるということであります。

次、お願いいたします。

ＰＲＡのやり方についてはさまざまなものがあるんですが、ここはわが国における１例

を掲げております。実際に新たな病害虫を発見したり、新たな農作物が輸入されるという

ことになりますと、それにどういう検疫の、ここは候補ですね。実際に検疫するかしない

かということはともかくとして、どんな病害虫がついているかということも含めて、それ

を特定する。で、Ｐｅｓｔ Ｒｉｓｋ Ａｎａｌｙｓｉｓを始めますよという第１ステー

ジです。

次に危険度評価をする第２ステージがあります。これはその病害虫がどれぐらい危険か

ということを分析をいたします。まず国内に未発生、これはかなり危ない。入った場合、

定着してまん延する可能性が高い、あるいは実際に入った時の経済的重要性、つまり被害

が非常に大きくなりそうだというようなカテゴリー。あるいは国内に発生をしているんで、

もう防除はいらないとか、あるいはその被害も非常に軽微であるので、これはあまり問題

ないですね、あるいは国内の一部に発生しているんだけども、公的な防除をやっているの

でこれは非常に重要度が高いですと。こういったどこに当てはまるかみたいなことを評価

をいたします。で、どれを検疫の対象にするかというのを決めた上で危険度管理という３

つ目のステージに行きます。

で、実際に危険度に応じてどういう措置をとらなきゃいけないかというのを決めます。

一番厳しいのは輸入を禁止する。それから相手国に栽培地検査を要求する。栽培地におい

て病害虫の発生の有無を確認してくださいというのを条件化する。あるいは日本に実際に

入ってきてから国内の特定のところで隔離して、病害が出てこないかどうかというのをし

ばらく確認した上で最終的に輸入を認めるという隔離検査というのもあります。それから
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普通の水際で肉眼でやる検査。どれが必要かというのを決めまして、検疫を実施いたしま

す。逆に必要ないと、これは検疫の対象外だというようなことになる場合もあります。

次、お願いいたします。

ＰＲＡが実際に使われる現場でありますけども、科学的分析に基づく輸入解禁というこ

とで、実際にお互いに輸出入を禁止したりしているものがありますが、これはここにあり

ますように、例えば病害虫の完全殺虫ができる技術がある。そういった場合はそういった

技術が適用されれば条件づきで輸入を解禁しますというようなことをやっています。逆に

そういった技術ができあがって、そうすれば輸入ができるということが明らかであるのに、

逆にそれを適用しないということになると、それはまた国際ルール上の問題になってくる

ということにもなるわけであります。

次、お願いいたします。

例えば、先程から繰り返しておりますけども、日本に発生していないものでかなり輸入

禁止になっているものがあります。輸出国側が病害虫をまったく発生していない特別な地

域からしか出さない、そこからだけの生産及び輸出をします、あるいは完全に病害虫を殺

虫する方法を確立しましたという時は、それが大丈夫であることを確認した上でいわゆる

条件づきの輸入解禁ということを行います。

次、お願いいたします。

これは最近行われた１例であります。イタリア産のスウィートオレンジを解禁いたしま

した。イタリアはチチュウカイミバエが発生していますので原則輸入禁止であります。今

回、中心温度1.2度、14日間の低温処理によりミバエを完全殺虫し、わが国への侵入を防

止すると。この辺がなかなか難しいところなんですけども、果実がいたまない、商品価値

を失わないで、なおかつ病害虫を完全に処理するという技術がどういう技術があるかとい

うことであります。この場合は低温処理ということなんですけれども、これを決めるまで

の間に実際に、例えばミバエでいえば、この低温処理をやろうとした時に低温処理に一番

強いステージってどこかと。卵なのか幼虫なのか、幼虫なら何齢の幼虫が一番耐性がある

のかということを確認した上で、その一番強いステージ、いわゆる生育段階で試験をいた

しまして、実際に完全に死ぬことが検証された上で解禁というのを行っております。右下

に船の絵が出ていますけども、通常、コンテナの中で低温処理いたしまして、船に積んだ

まま、向こうからこちらに向かってくる間に低温処理をして日本に入るというようなのが

普通、この場合は行われているということであります。
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次、お願いいたします。

次は、逆に日本から出せないという。これは日本も高温多湿の国でありますのでさまざ

まな病害虫があります。相手国によってはその侵入を警戒するということがありますので、

実際に輸出が認められていないというものもあります。そういったものについては日本で

やはり技術確立をして解禁を求めていく。あるいは現在の状況から見て、ちょっとやりす

ぎじゃないですかということについてその緩和を要請したいとする場合があります。今、

輸出の促進というのは農政上の１つの大きな課題になっておりまして、私どもが今、実際

に持っているプランの中でも、今、農産物と食品の輸出は約3,000億といわれております

けども、なんとか５年程度で倍の6,000億ぐらいに輸出を持っていきたいということを考

えております。その時に検疫上の課題をどうやってクリアしていくかというのが非常に大

事な話になっているということです。

次、お願いいたします。

実際に、例えばここにありますカンキツかいよう病、みかんとかんきつにつく病気です

ね。それからモモシンクイガ、これはりんご、梨、桃、そういったものにつく害虫であり

ます。そういったものが理由でなかなか輸出ができないというケースがあります。そうい

ったものについては、やはり輸出ですので、まずは日本としてどれが輸出したいかという、

そういう産業側の要望。それから技術的に見て、どれができるかというようなことを重ね

合わせて考えた上で輸出解禁なり、条件緩和の２国間協議というのを行っているわけであ

ります。これは先程の輸入禁止、輸入解禁とはまったく立場が入れ替わるわけであります。

次、お願いいたします。

これは台湾についての事例であります。台湾は日本で発生しているモモシンクイガのた

めに台湾へのりんご、これは梨、桃も同様ですけども、いったん、輸入禁止にするという

ことを台湾側は決めました。日本側は台湾側と協議した上で、まず実際に出す園地を登録

制にしますと。それから園地においてはモモシンクイガが発生しないように園地防除をき

ちんとやりますと。それから選果施設で食害されているようなものを確実に外しますと。

さらに加えて、植物防疫官が輸出検査をして輸出をしますというようなルールを日本と台

湾の間で合意をいたしまして、輸出ができる状況になっております。

次、お願いいたします。

輸出解禁の手続きでありますけども、相手国に要請をいたしまして、日本がデータをい

ろいろ出します。そうすると相手国は日本側データに基づいて、相手国がＰＲＡを行って
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具体的な条件を協議して解禁をするということであります。既に今、ここにあるようない

ろんな品目について解禁要請あるいは条件緩和の要請を行っております。実際に具体的な

協議にまでいたっているところがありまして、なお、これまでに解禁された例として、こ

こにあるような例があります。これは実際に１品目について結構な時間を要する場合があ

ります。通常、１年ないしは数年、あるいは物によっては10年というタームをかけて、そ

ういうことが協議されるケースもあります。相手国における科学的な分析、ＰＲＡが必要

だということ、それからそういったもので出てきた疑問点や追加データが必要であるとい

う場合についてはそれぞれやり取りを繰り返しますので、結構、手間暇のかかるものであ

ります。

次、お願いいたします。

輸出解禁後においては、例えば先程、台湾の例を出しましたが、その条件をきちんと守

るということが非常に大事になってまいります。日本での検査もしますけれども、相手国

の検査で見つかりますと、相手国のほうは日本からの輸出自体をしばらく止めたりとかそ

ういうことになりますので、どうやってきちんと条件をクリアしていくかと。先程のよう

に消毒処理ということではなく、園地防除、輸出検査というような台湾の事例ですと、特

に生産、流通過程で関係者が一体となって、きちんと認識して出していくということが大

事であります。これはやはり植物検疫というのはそれぞれの国の農業を守るために、それ

ぞれの国が国際的に認められた権利として行っているわけでありますので、そこは相互に

尊重していく必要のあるものであります。

次、お願いいたします。

ここまで、最近の国際基準、それから国際基準も含めて輸出入についての２国間の協議、

あるいは具体的な手続きというものをご説明をしてきました。最後になりますけれども、

国内での移動規制について最近、新しい対策を開始いたしましたので若干、ご紹介をいた

します。先程、最初のほうでご説明いたしましたが、カンキツグリーニング病、これが沖

縄から奄美群島にも拡大をしております。

次、お願いいたします。

昭和の終わりから平成にかけて沖縄県で確認をされました。これが平成14年に与論で確

認をされまして、今、沖永良部、徳之島、喜界島というところで感染が確認をされていま

す。実際に北緯27度10分というのは沖縄からそういうカンキツグリーニング病の病害が拡

大しないような移動規制を既に行っているという意味でこの線があります。これ以上の拡
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大を防ぐための措置を今回、とることにいたしました。

次、お願いいたします。

ここに新たな規制ラインを設けてあります。実際に今まで沖縄県のこの規制地域は引き

続き、維持をいたしますが、徳之島、沖永良部島からも、たとえばカンキツグリーニング

病の感染源になるような作物、そういったものの移動を規制いたします。それから、ここ

に喜界島というのがあります。喜界島は実はカンキツグリーニング病が発生はしているん

ですけれども、まだ軽度、わずかな状態です。ここは国としての移動規制は行いませんが、

実際、町の条例で事実上、そういう移動規制に近いものを喜界島の方々はやろうとしてお

ります。

実はカンキツグリーニング病というのは世界的にもまだ根絶技術がない病気でありまし

て、我々としてはこの病気の根絶技術をなんとか喜界島で緊急防除をやりながら確立した

いということを考えております。具体的にどうするかというんですが、かなり荒っぽいわ

けですけれど、まず感染樹については伐採をしてもらうと。個人の財産にもかかわる話で

はありますけれども、ここを伐採してもらうと。それからミカンキジラミ、これはカンキ

ツグリーニング病はミカンキジラミという昆虫を通じて病原が媒介されていきます。その

ミカンキジラミ、媒介昆虫を防除する。それと喜界島自体からも先程申し上げたような条

例等で移動規制的なものを行うということで、なんとかカンキツグリーニング病の新しい

対策を確立し、最終的にはこういった地域にその技術を、例えば伐採するにしても、その

感染樹だけじゃなくて、感染樹の周りの寄主となりうるものもいっしょに処分してもらっ

たりしますんで、それは何ｍまでやれば確実なのかとか、そういうさまざまな技術を確立

した上でそれ以外の地域にも適用していきたいと考えております。

次、お願いいたします。

今までの移動規制も若干、不十分なところがありまして、今回、それを踏まえて移動規

制の内容も強化をしております。１つはカンキツグリーニング病の、従来、かんきつの苗

木、そういったものの検査を規制していましたが、媒介昆虫の寄主植物についても移動規

制をしています。寄主とありますが、これは庭木などに使われる樹木でありますけども、

そういったものも規制をいたします。それからこういったカンキツグリーニング病の対象

の寄主となるものも見直して、さらに広げております。これをしっかり行っていくと。

ただ、ここで皆様方に誤解をしていただきたくないのは、一番下のラインが沖縄、奄美

の方々、地元の方々にとって非常に大事な話でありまして、このカンキツグリーニング病
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という病気は果実、果物や種ではうつりません。したがいまして果実、果物の移動規制は

いたしません。当然、そこで生産された果物は食べても持ち込んでも、それはカンキツグ

リーニング病については問題がないということでありますので、実際、こういう対策をや

り、緊急防除をやりますということになりますと、やはり地元の方々は風評被害を心配い

たします。自分のところ、こういうところの病気があるので、わずかではありますけども、

域外に移出しているようなものに影響があるんではないかというような心配もされます

が、そういったものもはまったく安全であるということをご理解をいただきたいと思いま

す。

ちょうど１時間ほどになりましたので私の説明、これで終わらせていただきますが、ま

た、いろいろご意見、ご質問等あると思いますので、後程、意見交換の場で受けさせてい

ただきたいと思います。たいへんありがとうございました。

○司会 説明、ありがとうございました。

（２）植物検疫の現場から

○司会 続きまして、植物検疫の現場からということで、横浜植物防疫所中島統括植物検

疫官からご説明いたします。よろしくお願いいたします。

○中島統括植物検疫官 ご紹介いただきました横浜植物防疫所業務部コンテナー貨物担当

の中島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

植物防疫所は本日、植物検疫の現場からと題しまして、植物検疫措置につきまして、な

ぜそのような措置を講じているのか、検査の現場の視点を通じましてご説明させていただ

きます。

次をお願いします。

私の担当部門では、この船に積まれておりますようなコンテナで消費物資として輸入さ

れます切花や野菜、果物、穀類、豆類、コーヒーとかココアといった嗜好香辛料など、多

様な品目が現在、輸入されております。

次、お願いします。

昨年、横浜港に輸入されました消費物資の植物のコンテナは８万2,000本ございました。

それから切花、果実、野菜等の生鮮品につきましては１万6,000本、全体の約20％になり

ます。それから穀類、豆類、嗜好香辛料などは６万6,000本の80％でございました。
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次、お願いします。

輸入されますコンテナは港の中に非常に広い場所があり、そこに全て下ろされます。こ

の場所を港湾の言葉ではコンテナヤードと申します。この場所で輸入手続が終了するまで

コンテナの一時保管が行われます。またこの場所は、植物検疫の検査場所であったり、厚

労省さんの検疫所、あるいは動物検疫所などの検査場所にもなるところでございます。船

から下ろされますコンテナにはいろいろ種類がありますが、一般的にはこのような大きな

鉄の箱ですけれども、一番長い部分で大体12ｍございます鉄の箱です。この箱は積荷の内

容、中に何が入っているかというような内容、それから下ろす順番、下ろす場所、それか

らヤードの中の移動まで全てコンピュータで管理されております。それから、生ものを運

ぶ温度管理が可能なリーファコンテナにつきましては港の中の電源が接続できる場所で管

理されております。

次、お願いします。

植物検疫が必要になりましたコンテナは、このように先程のヤードに並べられます。

次、お願いします。

これがオレンジを運搬したコンテナの扉を開けて内部をご覧いただいているところで

す。奥行は12ｍで、冷気で温度が保たれております。先程のコンテナヤードで扉を開けた

段階で植物防疫官は、１個前のスライドへ、すみません。この段階で植物防疫官はコンテ

ナ内のどのあたりから抽出検体、植物を取り出すか作業員さん方にいろいろお願いをしま

す。

次。

植物検疫は植物防疫官がこのように開けまして、必ず目視、目で確認をしまして決めら

れた数量、抽出検体を取り出します。抽出数量は植物防疫法、関係法令に定められており

ます。植物検疫関係法令は植物防疫所のホームページでご参照いただけますので、ぜひご

利用ください。

決められた数量の取出しと申し上げましたけれども、病害虫の侵入のリスクをゼロに近

づけるためには一般的な考え方としまして、全量を検査する、全てを検査するというお考

えもあるかも分かりませんが、あるいはそれが最も効果的というお考えもあるかもしれま

せん。しかしながら、これまでの病害虫の発見のデータ、それから統計学的に算出された

抽出方法、それから物流への影響を最小限にしつつ、有効な検査が行えるだけの量を抽出

して検査しております。例えばオレンジの生果実、１つの検査荷口の数量が360トンとし
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ますと500kgの抽出数量が必要になります。このオレンジ一箱は通常、おおむね17kgから1

8㎏ございますので、500kgですと28箱から30箱の取り出しが必要になるということになり

ます。

なお、抽出の体制ですけれども、輸出国に特別な警戒する害虫が発生した時、あるいは

そのような病害虫が輸入検査時点に発見されました場合には、警戒の程度を踏まえまして、

抽出量を1.5倍あるいは倍と引き上げまして、以降の検査現場に反映するという体制がと

られていますことをつけ加えさせていただきます。

次、お願いします。

抽出検体の取り出しが終わりますと、先程申しましたように植物防疫官の目視、目によ

る検査が行われます。これはご覧のとおり、オレンジの検査です。一般的に生野菜や果実

はこのように検査台に乗せまして植物検査を行います。検査時点ではスーパーの店頭に並

ぶ商品のようにきれいなものばかりではありません。私どもはこのような生鮮野菜や果物

について農業上有害な病害虫について、付着しているか否かだけでなくて、この部分では

針で刺したような痕跡とか穴とか、あるいはヘタが残っている場合はそのヘタの裏側に害

虫の付着がないか、または病害虫が原因になる腐敗がないかどうかとこの段階でさまざま

な観察を行っています。

次、お願いします。

これは輸入検査時にオレンジから発見されました腐敗果です。腐敗果は全体に腐敗があ

ります。腐敗部分の丸印の２ヶ所に、ちょっと見にくいかも分かりませんが、穴がありま

す。植物防疫官はこの穴を警戒しました。

次をお願いします。

そして切開しまして、ミバエ科の幼虫を３つ発見いたしました。この幼虫ですね。この

幼虫は輸出国の畑で食害していたものがそのままこのオレンジ本体とともに到着したもの

と考えられます。こういうものを見逃す、または放置すると果実を通しまして、ミバエ等

が持ち込まれます。すなわち国内でのまん延、被害を及ぼすということになります。この

検査時点では幼虫の段階でしたけれども、輸入禁止対象となる種類のミバエかどうか、す

ぐに現場としましては迅速に確認しなければなりません。

次、お願いします。

これは検査から戻って、室内で確認しているところです。目視の検査だけでなくて、こ

のような顕微鏡とかいろいろな機材も使いまして検査を行います。輸入検査においては病
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害虫の種類を確認し、どのような検疫措置が必要か確認することも重要な検査の１つです。

この作業を同定といいます。同定には多くの資料と知識が求められます。

次、お願いします。

ちょっと見にくいかも分かりませんが、アザラシのような写真ですけれども、これは同

定資料の１つでミバエ類という害虫の幼虫資料です。３齢幼虫の頭の部分をおなかのほう

から撮った写真です。迅速な同定のためにはこのような多くの資料とその資料を作成する

ことが必要になります。植物防疫所には同定診断担当という部門があります。この部門は

同定資料を作成し、同定の最終的な確認を行います。先程のヤードで目視でこの幼虫を発

見しました植物防疫官は、これら資料でシマミバエというミバエの幼虫ではないかという

ところまで同定しました。しかし、ミバエ類は最も私どもが侵入、それからまん延を警戒

する害虫の１つですので、その種類を確認するために同定診断担当が幼虫を羽化させてい

ます。

次、お願いします。

厳重な管理のもとで羽化を確認しますとシマミバエとこれを確認することができます。

このシマミバエはオレンジやレモン、それから桃などの果物の傷のある果実や、あるいは

果熟、熟れた果実を食害しまして、食害を受けた果実はそのまま落下してしまう、落ちて

しまうというような被害がございます。先程の検査のオレンジのように多少、洗浄とか選

別をしても、被害を受けた植物体そのものを完全に除去することは非常に難しく、また、

輸出国の畑でそのまま箱に詰められて現場に到着するというものもあります。輸出国の病

害虫の農作物の被害が直接、わが日本国内の農業生産の現場に及ぼすことなく、また、被

害を受けないようにその侵入防止に努めることが私ども、植物検疫現場の努めと考えてお

ります。ぜひともご理解をお願いしたく思います。

これで植物検査のほうは終了しますが、次、お願いします。

ここがコンテナヤードの出口になります。ここで出ていく場合ももちろん十分なコンピ

ュータ管理がされております。コンテナがヤードの外に搬出されます。検査が終了、終わ

ったもので合格になったもの、消毒措置が必要になったものはこのようにコンテナヤード

の外に搬出されます。先程、ご紹介したオレンジにつきましてはわが国に輸入することが

できませんので、返送または廃棄が必要になります。

次、お願いいたします。

コンテナで輸入された植物等の検査は全体の流れとしましてこのようになります。先程、
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ご紹介したシマミバエの荷口は消毒措置が選択できませんので、輸入された方はこちらの

返送というほうを選択されました。病害虫の付着がなかったもの、合格になったものは直

接、輸入された方に引き取られることもありますが、こちらの不合格、消毒、選別が必要

になったものは必ず港の中の倉庫に運ばれまして、植物防疫官の確認、いわゆる検疫措置

終了の確認を受けなければ引き取ることができません。

次、お願いします。

これは港の中の倉庫の１つです。病害虫の付着により消毒、選別が必要になったものは、

合格になった荷口と隔離されまして、倉庫に搬入されて消毒、選別作業がこのような倉庫

の中で行われます。また、廃棄の場合は倉庫に一時保管されながら順番を待ちまして、所

定の焼却施設で植物防疫官の確認のもとに、１個前のスライドへお願いします、こちらの

図のように廃棄の場合も植物防疫官の確認のもとに焼却ということが行われます。

これらの流れで海上コンテナで輸送されてまいります消費物資の植物検疫の措置につき

ましてご説明申し上げましたが、ここで改めまして、わが国に新たな病害虫が国内に侵入、

まん延して農作物に被害を与えるのを防ぐ必要があるということ。それから、このため輸

入検疫現場の港、このようなコンテナの港や飛行場の貨物、携帯品の植物を検査して、必

要に応じて消毒、その他の措置を行うなどの植物検疫を実施しているということにご理解

と、改めましてご協力をお願いしまして、私ども現場のほうの説明を終了させていただき

ます。どうもありがとうございました。

○司会 ありがとうございました。

それでは、ここで10分ほど休憩を挟みたいと思います。こちらの時計で３時５分再開と

いうことで10分ほど休憩を取ります。よろしくお願いいたします。

（休憩）

３．意見交換

○司会 それでは３時５分になりましたので、ただいまから意見交換を始めさせていただ

きたいと思います。ちょっと皆様よりも１段高いところで大変申し訳ないんですが、この

形で座らせて進めさせていただきたいと思います。

それでは、まず出席者を改めて紹介したいと思います。

消費・安全局の植物防疫課の別所課長でございます。
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同じく植物防疫課の田邉課長補佐でございます。

先程、説明いただきましたが、横浜植物防疫所の中島統括植物防疫官でございます。

私は消費者情報官補佐の冨澤でございます。

意見交換の進め方でございますけれども、説明内容がいろいろ多岐にわたるということ

でございますので、３つに分けて質疑を進めたいと思います。

１点目が現状の輸出入の検疫についてのご意見なり、ご質問ということ。２点目が国内

検疫、緊急防除について。３点目が国際基準とわが国の検疫制度全般について、今後の取

組みも含めて、そういったご意見を伺い、最後に全体を通してという形で進めたいと考え

ております。

ご発言いただく際のお願いなんですが、挙手いただきまして、私のほうから指名させて

いただきますので、ご発言いただくという形で。それで可能であれば、ご所属とお名前を

先にご発言いただければと思います。ちょっとそういったものが難しいという場合にはお

立場等についてご紹介いただいた上でご発言いただきたいという形で進めたいと思いま

す。発言なり、説明のほうについてはなるべく簡潔にお願いしたいと思います。

それでは、意見交換を始める前に、議論を進める前に先程の説明内容の中で、ちょっと

これだけは事前に聞きたいということがありましたら、まず説明資料内容についての質問

を受け付けたいと思います。何かございましたら挙手をしてお願いしたいと思います。じ

ゃあ前から２列目の方お願いします。

○中村 東京農政事務所の中村と申します。最初の資料１で一番最後のほうで、カンキツ

グリーニング病の規制について説明いただいたんですけども、かんきつ類の苗木、シーク

ワーサーの苗木については規制がされているということで、シークワーサーであるとかポ

ンカンの果実や種子は規制の対象外ということなんですけども、沖縄から喜界島までです

か、感染が拡大しているというのは、これは苗木の移動によって感染したということでよ

ろしいんでしょうか。

○司会 続けて何点かご質問があればと思いますが、ほかは特段、資料については今のと

ころはよろしいですか。

○佐野 ぶどうの生産者の佐野と申します。二、三、言葉の定義について教えていただき

たいんですけれども、１つは科学的という言葉が何度か出てきているんですけども、科学

的というのと科学的分析という言葉が出てきていますけども、科学的という言葉の反対の

言葉は、オフセットとしてどういう言葉が考えられているのかと、科学的ということがよ
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く農林省、植物防疫の中でアメリカとの問題で出てきたりしていますけども、科学って一

体、何を指しているのかが分かるようで分からないということが１つと、もう１点は検疫

という言葉がありますけども、これは一体、どういう言葉なのかもう一度、基礎を教えて

いただきたいと。「ケン」の「ケン」は「検査」かなあと。「エキ」は疫病か疫学かよく分

かりませんけども、その辺の基本的なところを理解したいと思いますのでお願いしたいと。

○司会 そのほか、資料についてということでご質問等がありましたらお願いいたします。

前から４列目の方どうぞ。

○木野村 千葉の木野村といいます。３点ばかりお願いしたいんですけど、まず資料１の

ほうにつきまして、病原菌ですね。なんとかバエとかいろんなそういった動植物のあれが

あると思うんですけども、それ以外に破棄されたような、焼却されたようなものの後始末

がどうなっているのか。それが土壌汚染をして、今度は別な植物のほうに根から吸収され

るとかいうような心配はないのかなというふうなことがあります。

それから抽出率につきましては先般のＢＳＥの時にも私、ちょっとお話し申し上げたん

ですけども、厚生省のほう、それから農水省のほうともちろん扱う品物が違いますから、

抽出率が違うのはいいんですけれども、何か、あれを両方持っていったらアメリカに笑わ

れるよとちょっと雑談的に発言したことがあるんですけども、今回の場合は国内の農産物

は輸出を3,000億から6,000億へしたいというようなご希望もおありのようですけども、と

ころが、日本の食料というのは６割が輸入なんですね。主にこういった野菜類は別として、

穀類や何かあると思うんですけど、その辺のところのご説明をちょっとしていただければ

ありがたいなということです。先程のＢＳＥとの関係は抽出率の関係、これの信頼性、恐

らく統計的に95％で出ていると思うんですけども、その辺のところもあればということで、

資料１についてご質問をさせていただきました。資料２についてはまた後程、お願いした

いと思います。

○司会 資料についての質問はどうも内容に及んでくるようでございますので、まず資料

の内容の質問ということで、一番最初のご質問への回答をお願いします。

○別所課長 ご質問ありがとうございます。私のほうからまず包括的にお答え申し上げた

上でまた左右の方々からも補足をお願いしたいと思います。

まず、カンキツグリーニング病の観点なんですが、正直申し上げて、なぜ拡大したかと

いうことについて完全に100％の分析ができているわけではありません。苗木については

検査をした上で移動させてますので、基本的に規制が100％完全に機能していれば、そち
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らのほうは多分、大丈夫のはずなんですけれども、いろいろ考えられるところがあります。

１つは検査自体が国内の移動でありますので、諸外国との移動であれば、出入り口が完

全に決まっていて、きちんと入国の審査も税関もいろいろありますのでかなりはっきりし

ていますけど、国内移動ですから、どこまで規制がきちんとできているかというところは

多分あるんだと思います。

それからもう１つは従来、ゲッキツというような植物など、ミカンキジラミの寄主植物

についての移動規制が行われておりませんでした。媒介昆虫の寄主植物の移動規制を今回、

新たに入れましたが、そういった部分が移動規制の内容として、今回、強化していますけ

ども、そういったのが入っていなかったというさまざまなところがあろうかと思います。

ただ、100％こうですということはちょっとなかなか難しい。ただ、現実として拡大して

きておりますので、その地域、また、内容も強化した上で、今の知見の中でできる限りの

ことを今後やらせていただくということであります。

それから科学的の反対概念ということ、ワーディングとしてはなかなか難しいと思いま

す。単純に言えば、それに否定語の非をつければ、日本語としてはそうなんですけども、

いわば我々が科学的といっているのは、逆にいえば技術的という言葉に少し概念的に近い

のかもしれません。すなわちそういったリスクが本当に存在をしているのかどうかという

のはその国において、その病害虫がまず発生しているかどうかということもありますし、

それから火傷病の時にアメリカとかなり争いましたが、果実を経由しての感染経路という

のは完結しているのかしていないのか。そういったことはさまざまな研究者の方の文献で

すとかそういったものがベースになって、お互いに協議をいたします。なお、火傷病の時

についてはアメリカからＷＴＯのパネルで提訴を受けまして、日本側の主張、アメリカ側

の主張を争った結果、最終的にはどちらかというとアメリカ側の主張が認められたという

ことで、りんごの果実、要するに成熟果実を通じた感染は完結していないというような結

論になりました。そういう意味でそういったところがいわば科学的な議論、あるいは誤解

があるとすれば、技術的と言い換えたほうがいいのかもしれませんが、そういう議論だと

いうことであります。

それから病気の後始末の問題については、動植物でありますので、基本的には焼却をい

たしますれば、病害虫の汚染という観点では問題ないものと考えております。いずれにせ

よ、先程、中島統括官もご説明いたしましたが、確実にきちんと行われているかどうかに

ついて植物防疫官が確認するシステムになっているわけであります。
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抽出率の技術的な問題については、またフォローしていただきたいと思いますが、輸出

入と抽出率の問題というお話がございました。確かに日本は多くの農産品を世界各国から

輸入をしている国であります。自給率が４割という意味ではその裏返しのものが諸外国か

ら入ってきている。これはカロリーベースでありますので、物量として６割なのかどうな

のかというのはちょっと私も正直、よく分からないところがありますが、いずれにせよ、

食料輸入大国であります。そういったものを、特に農産品を検査する上においてはそれぞ

れ、私どもの場合は抽出といっても、１つの輸入手続においては、検査対象品については

必ず検査をするということであります。そこについて特定のものは検査なしで、特定のも

のは検査をしてということの抽出率ではなく、必ず検査はすると。ただ、その検査につい

ては全量検査ではなく、一定の統計学的な理論に基づいたサンプル抽出を行って、検査を

しているという意味であります。そういう意味では若干、抽出検査の意味合いというもの

をほかの検査と比較した場合に特徴的であるのは全ての荷口について、もちろん検査対象

のものはということですけども、検査対象のものについては全ての荷口について検査して

いるということであります。

○田邉補佐 ちょっと補足させていただきます。検査の抽出率でございますけども、先程、

お話しされましたとおり、95％の信頼感で基本的には１つの荷口から抽出してくるという

ことをやっております。検査自体は別所のほうからご説明いたしましたとおりで、輸入す

る荷口全てについて検査させていただいて、その検査の中の１つの、例えばコンテナとか

本船とか、大きさはいろいろありますけど、そこの中から95％信頼感で抽出してくると。

ただ、機械の検査のようなものと若干違ってまいりまして、植物についている病害虫が昆

虫なのかウイルスなのかバクテリアなのかといった生物的な要素もかなりありますので、

例えばウイルスのようなものですと抽出では検査できませんので、先程もちょっとお話し

したとおり、隔離検査といいまして、全量を国内の隔離された場所で検査するということ

になります。ウイルスの場合はご承知のとおり、非常に粒子が小さいもので肉眼でも分か

りません。一定期間、例えば１年とか隔離された場所で育てて、全体を全部見るというよ

うな検査をしております。そういうわけで、そういった植物と病害虫との関係とかそうい

った生物学的要素を加味して検査をしているということでございます。

それから、先程の科学的というのはなかなか難しいご質問なんですけれども、極めて私

どもで現場的といいましょうか、実際的な話をさせていただければ、客観的な根拠がある

かどうかということだろうと思います。その客観的な根拠というのは権威ある学術書なり
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何なりに投稿されたもの。しかも、そういったものが反復性があって再現性がある。誰が

やっても同じ結果に至るというようなことだろうと思います。反対の意味からいえば、恣

意的とかちょっと意味合いが変わってきますけど、一方で経済的だとか効率的だとかそう

いった概念が当てはまることになって、植物検疫の場合はその両方が見合わないとできな

いということがありますので、経済的で、かつ効率的、科学的ということを両立させつつ

やるということだろうと思います。

それと検疫という言葉でございますけれども、歴史的に言いまして、これはコーランテ

ィン、コーランタというようなイタリア語が語源でございまして、もとは40日という意味

です。これは中世末期にペスト、コレラとかそういった伝染病が流行りまして、そういっ

たものを国の中に入れないために港で船を40日間、沖合いに係留させて入国の様子を見た

というところから入ってまいりました。これは結構残酷な方法で、40日間、船を止めて、

病気が出れば、もう帰れというようなことなんですけれども、その直訳という言葉でござ

いますけど、検疫という言葉があります。別な意味では軍隊の臨検というような、船に乗

り込んで中を検索するみたいなことがあります。止めて、何かを検索する、検査をすると

いったような意味合いが本来ございます。今現在、我々が港や空港でやっているのはまさ

にそのとおりで、貨物を一旦とめさせていただいて、それを見るということでございます。

○司会 もう１点、輸出の促進ということのお話がありましたけども、内容にかかわるこ

とでございますので、３番目の全体の今後の制度の中でお話しいただくということにした

いと思います。

それでは内容のお話になっておりますので、現状の輸出入検疫の関係でご意見、ご質問

等ありましたらお願いしたいと思います。まず真ん中の方どうぞ。

○茅野 日本花輸出入協会の茅野と申しますが、平素は植物検疫に多大なご尽力ありがと

うございます。

本日の資料１の、国際基準に基づいた植物防疫制度の中で、今まで我々も疑問に思って

いたのは、日本国内に現存していると思われる病害虫が発見されても検疫において不合格

になるという状況でしたが、つい最近、検疫の対象から除外された病害虫がありまして、

そのおかげで海外から輸入した商品の中で、今まで75％の確率で不合格になっていたもの

が、25％ぐらいまでの不合格率に下がってきました。我々としては非常にうれしく思って

いるのですが、しかし、現在でもまだ他に国内に存在していると思われる病害虫が検疫で

不合格となる確率が高いのですが、これに対する今後の対策、即ちどのような病害虫が除
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外されるかというようなことが具体的に分かれば、お知らせいただきたいと思います。

ご承知のように切花の場合、メチルブロマイドでくん蒸することが多いのですが、メチ

ルブロマイド自体がフロンガスの発生の原因になって、国際的にも問題になっていること

ですので、地球環境という面から考えても、当然、次のステップが考えられていいのでは

ないかと思っております。

それと直接、検疫に関係いたしませんが、切花は、ほとんど空輸されてくるのですが、

成田空港についてから検疫、通関までに大体６時間前後かかります。その間に、商品が劣

化するような状況が生じます。それほど成田空港の貨物上屋の設備が十分でないというこ

とです。ご承知のように世界的にはクールチェーンが標準化されています。これは設備の

問題ですから直接、植物防疫には関係ないかもしれませんが、クールチェーン化のような

計画は国としてお持ちじゃないのかどうかお聞かせいただきたいと思います。

○司会 ちょっと話が飛びまして、国際基準のほうに今、お話が飛んでしまったんですが、

今のお話に関連するようなご質問があれば、あわせてお願いしたいと思いますがどうでし

ょうか。特段、なければこのままコメントをしたいと思います。

○別所課長 先程のまず１点のいわゆる検疫対象病害虫について、国内に広く存在するも

のについて外していく作業についてご説明いたします。

なぜ一気にできないかということについて冒頭のご説明の中でも申し上げましたとお

り、単に国内にいるから外すということだけではなく、外す以上、そのリスクは大丈夫か

ということを私どもの、特に横浜植物防疫所に調査研究部というセクションがありまして、

そこのセクションで分析、評価をした上で、大丈夫だというものについて外していってお

ります。なぜ評価をするかということについては、例えば同じ種類の虫であっても遺伝子

学的に見た場合に異なっていて、それが日本に入ってきた場合の侵入リスクが大丈夫かと

か、それからウイルスのベクターのお話も若干させていただきましたが、害虫自体は存在

していても、新しい国内に存在していないウイルスの運び手になっている可能性がありま

すので、そういった部分についてもよくリスク評価をした上で、大丈夫なものについて外

していっているということであります。順次やっています。

先程申し上げたように今年も19種類やりました。これは大体、そういったリスク評価の

作業を積み重ねていった上で１年に１回程度、まとめて外していくというようなタームで

やっていますけども、これからも引き続き実施をしていく予定です。

それで、実際に輸出入の検査の現場においていろいろ問題になって、要望があるような
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ものについてはその検討の優先順位を高くして対応するなどのことは行っております。た

だ、いずれにしてもそういう評価をきちんとした上で対応していくということが必要であ

るということであります。したがいまして、不合格になる比率が下がっているということ

がございましたけれども、まったく一気にというわけにはいかないということをご理解い

ただきたいと思います。

それから、空港内でのクールチェーンが完結していないので待ち時間の間に品質劣化を

起こしておられるというご指摘がありました。私どもとしても検査の待ち時間をできるだ

け少なくするように検査の迅速化とか、あるいは逆に待ち時間が分かるように待ち時間の

時間を表示したりとか、そういういろんな工夫をしたり、あるいは検査場の温度管理につ

いても整備をしたりしています。ただ、実際にその間、保管されるというのはいわゆる航

空会社がさんがお持ちになっている上屋とかそういうところでありますので、農林水産省

として整備を行うというところではありません。ただ、やはりそういうご指摘がいろいろ

ありますので、関係の国土交通省ですとか関係の業界のほうには、よくご要望をお聞きし

た上で私どもからお願いするところはしていきたいと思います。

○司会 ありがとうございました。よろしいですか。

ほかにご質問があればどうぞ。４番目の方、お願いいたします。

○佐野 佐野と申します。隔離検疫から外してほしいというような希望を持っておるんで

すね。その前提として日本の農業とか環境を守るということを前提でお話をするんですけ

ども、われわれが輸入したいというものは非常に金額的にも数量的にも少ない。そうする

と農林水産省の行政の中の視野の中に入ってこないものがあるので、いつまで待てばいい

のかということが分からない。いつまでも現状のまま受け入れる必要があるのかどうか、

この辺を。われわれ非常に弱い者が農林水産省のほうにお願いする方法論みたいなものを

教えいただければと思うんですけども。

○司会 具体的な事例としては何かお話しいただくと回答しやすいのですが。

○佐野 今、日本のワインの品質を高めるために海外からぶどうの品種、新しい品種とク

ローンを輸入しようとするとウイルスで引っかかるわけですけども、ほとんどのウイルス

が日本に存在すると。そういうものを１年間、大和圃場の環境の悪い、劣悪な環境のとこ

ろで検査して、実際に科学的に効果があるんだろうかという心配をしておるんですけど。

○司会 それでは、お願いします。

○田邉補佐 ぶどうとかそういった果樹類のウイルスにつきましても当然、先程説明した
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ような手続きを踏んで、評価をする対象にはなっております。当然やっていかなきゃいけ

ないんですけれども、先程も説明していましたように皆さん、ニーズがそれぞれございま

す。じゃあ多いものからやるのか、それから今言ったような将来を考えて重要なものから

やるのかといろいろな選択肢があるかと思うんですけれども、あまりわれわれのほうでは

それを絞ってやろうというふうに考えてはいなくて、割と広範に今、作業を進めておりま

す。ですから切花の場合もやりますし、果樹類についても進めているというところでござ

います。何十年もお待たせするつもりはございません。

それで今、大和圃場のお話が出てきまして、隔離の場所が狭いということがありまして、

国の施設で受けるのはなかなか難しいという現状がございます。これにつきましても施設

の改善等々、国費を使ってやるということも当然、今現在やっておりますけれども、その

一方で民間で施設が充実しているようなところであれば、いずれにしても増殖はされると

いうことでしょうが、その過程の中で隔離をしていただいて、それを国のやっている隔離

と同等であれば、それを見なしましょうというようなことも考えておりまして、実際にそ

ういったもので手を挙げて、やりたいと言われている方も関西の方にはおられると聞いて

おりますので、ぜひそちらのご要望も含めて、相談させていただきたいと思います。

○別所課長 今のご質問ではなく、前のご質問でちょっと補足をさせてください。

先程、メチルブロマイドの関係のご指摘がありました。メチルブロマイド、臭化メチル

については消毒処理等の場面で使われている薬剤であります。これは地球温暖化ガスでは

なく、オゾン層破壊物質ということで国際的にもその使用の制限をしている物質でありま

す。具体的にモントリオール議定書という議定書に基づいて、特に農業現場での使用につ

いて計画的に削減を図ってきておるところでありまして、将来の全廃を目指して、できる

だけ使う量を減らしていこうということで、農業現場での使用量についてはかなり劇的に

減らしてきております。ただ、実際の検疫の場面での燻蒸としての使用についてはなかな

か有効な代替剤がないということで、実はモントリオール議定書においても検疫上の使用

については例外扱いになっております。ただ、例外扱いだから、それに安住していていい

ということではなく、私ども、先程、横浜防疫所に調査研究部というセクションがあると

いうことを申し上げましたが、そういったところを中心に代替剤の開発あるいはそういっ

た代替的な手法の開発といったものについても研究を進めているところであります。確か

に臭化メチルの問題は地球環境全体の問題から、これはやはりしっかり取り組んでいかな

きゃいけない問題だということで私どももやっているところです。ちょっとその点、お答
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え忘れていましたので追加させていただきました。

○司会 ありがとうございます。輸出入検疫の関係でご質問があるわけですけども、その

ほかありましたらどうぞ。

私から見て、一番左端の女性の方、お願いいたします。

○内藤 消費科学連合会の内藤と申します。輸出入ではなくて、国内の分なんですが、一

番最後にかんきつのグリーニングの件が出ています。これを見ますと、現在の規制と新た

な規制というのは変わりはないんですよね、これは別になっていますけど。私が話を聞い

たところでは、愛媛県にも出ているのではないかと。そして愛媛県では今、シークワーサ

ーの栽培をやっているとかこれから始めたいとかという話があるんですけれども、こうい

ったカンキツグリーニング病が出た時にはどこからどこへ報告というんですか、それが行

っているのかちょっとお伺いしたいんです。

それともう１つ、国内の空港の時、私もそういう持込みの検疫をしているのを見たこと

ないんですけど。例えば沖縄から国内に入る飛行機のところで検疫をしているのを見たこ

とがないんですが、それは特別にそういうことを皆さんのところにお知らせしているんで

しょうか。ちょっとそこを伺いたいんです。

○司会 ちょっとお話がまた国内のほうに飛んでしまうんですが、お願いします。

○別所課長 カンキツグリーニング病についてであります。申し訳ありません。私も愛媛

県で発生しているという情報については正直、把握をしておりませんので、これはまた戻

りまして確認をさせていただきたいと思います。

私どもの把握している限りにおいては、発生しているのは沖縄県、それから奄美諸島の

一部と承知をしております。もしそういう病害が発生した場合にどういう対応になるかと

いうことでありますが、これはカンキツグリーニング病に限ったことではなく、各県には

県の組織として病害虫防除所という組織がございます。そこで病害虫の発生状況なんかも

見ておりますし、あと発生予察ということで病害虫の発生状況を見た上で、作物のシーズ

ンに、今シーズンはこういう病害虫に注意したほうがいいというような情報も、いわゆる

予測情報みたいなものも提供していたりする組織でありますが、そういうところで把握を

し、植物防疫所あるいは農林水産省、あるいは場合によっては研究機関経由という時もあ

りますけれども、そういうところで大体、普通は最初に把握されて、私どものほうに情報

をいただくというケースがございます。法律でどうこうというものではありませんけれど

も、大体、そういう流れで把握をしています。その上でその情報について、もし対応が必



- 34 -

要になるような場合はご説明したように、極端な場合は緊急防除も含めてやりますけれど

も、通常の場合はその園地での対策というものを確認して、それ以上、広がっていないと

いうことが確認されれば、そこで大体終わるというのが通例であります。

○田邉補佐 沖縄とか奄美大島にも植物防疫所の機関を置いてございまして、港等で植物

の検査をさせていただいております。ただ、それがそういった苗木とか特定のものですの

で、輸入の税関の前でやっている、成田とか関空でやっているような検査とはちょっと違

って目立たないかもしれませんけれども、お手元のパンフレットの７ページ目の上のほう

に花を検査しているのがいますけども、こういった制服を着た者が那覇空港におりますの

で、もし見かけたら、ご質問等がありましたらお声をかけていただければと思います。国

内でもこういった移動の検査等をやってございます。

ただ、残念ながら、掲示とか電光掲示板とかもあるにはあるんですけれども、民間の施

設であったり、地元の空港であったりして、なかなか設置をさせていただけない場合とか、

あってもどうしても端っこのほうにしてくれというようなご希望もありますし、なかなか

目立ったＰＲはできないんですけども、そういったこともやっておるということでござい

ます。また、どうしてもお客様方は行き先とか空港の便の状況とかに気が行ってしまって、

なかなかそういったところに目が止まらないのかなということもありますので、われわれ

としてもそういった広報に力を入れていきたい。特に空港の中ですね。広報に力を入れて

いきたいなと思って、実際、取り組んでいるところでございます。もしそういったことで

何かアイデアとかお気づきの点があれば、また教えていただきたいなと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

○司会 実は植物検疫の意見交換会は３月14日に鹿児島でも実施しております。羽田空港

のような大きなところですとなかなか放送とか分かりにくいところがあるんですが、鹿児

島空港から帰ってくる折ですけども、ちょうどカンキツグリーニング病の関係で、沖縄と

かそちらのほうに行く方に対して注意喚起の放送がありましたので、その点、ご紹介して

おきたいと思います。

それではそのほか、お時間のほうもなくなってまいりましたが、植物検疫についてご意

見、全般について、ご質問、ご意見等ありましたらお願いします。それでは一番前の女性

の方、お願いしたいと思います。

○亘 遺伝毒性を考える集いの亘昌子です。ちょっと１点、専門的なお話ということでは

ないんですけど、最近、テレビや何かで、赤い水草がいっぱい増えたとか地中海の貝が増
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えているとかについてよくやってますが。先程、お話を聞いていると国内で普通に存在す

るようになってしまった場合は、そういうことを反対することができないというようなお

話をなさっていたと思いました。ああいうものはえらいこっちゃ、えらいこっちゃってな

感じでテレビでは言ってますが、ああいうものは農業や環境に対して、どういうものなん

でしょうか。ちょっとここと関係があるのかどうか分からないんですけども、あれも地中

海から来たものだとか、よそから来たものだとかいうので、ああいう問題についてはどう

なのか、ちょっとここで質問するのはいかがなものかとも思うんですけれども、たいへん

興味があるものですから、教えていただければありがたいと思います。

○田邉補佐 最近、特に外国からやって来た新しい生物が目につくようになったというご

指摘は皆さん、今、お話しのとおり、新聞、テレビ等により報道されているところでござ

います。どうやって入ったのかというのはなかなか難しいところがございますけれども、

例えば水草などでしたら、これは今でもある程度、自由に輸入はできるわけです。例えば

ペットショップでもそういったものが実際に売られております。趣味でそういったものを

入れられるという方が多いと。それが趣味の段階で終わればいいんですけれども、終わっ

た後、水を捨てたりなんかしますと、それが川を通じて広がるわけですね。そういったも

のがあります。それから、公園等に観賞用のために当初、入れたけど、それが広がってし

まったというようなものがあります。

そういったものは農業への影響というのはないかもしれないので、植物検疫自体は農業

に害があるかどうかというのがポイントになります。ただ、見た目気持ちが悪いとか、あ

るいは中にはたくさん増えすぎてしまって在来の植物とか動植物を駆逐してしまうといっ

たものがございます。それは環境ですとか生態系への影響があるということでございまし

て、これにつきましては環境省が外来生物法という法律を新しく作りまして、そういった

外来の生物、植物が在来の日本に昔からいる植物、動物に害があるとか影響を与える。そ

ういったものについては駆除していこうと。

それから輸入を取り締まろうということを始めました。私どものほうとしては農業の観

点ということがありますけれども、お互いに協力し合って、われわれのほうは農業に被害

を与えるものを取り締まりましょうと。環境省さんのほうは環境に影響のあるものを取り

締まりましょうということでお互いに今、協力し合って、港や空港ではわれわれのほうが

そういったものを環境省さんに代わって見る場合もございますし、そういった協力関係は

ございます。
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先程、日本にいるウイルスをどうして検疫の対象にするんだという問題もあるんですけ

れども、こういった既に入ってしまったものをどうするかというのもおっしゃるとおり、

重要な問題でして、こういったことも在来の生物に影響があるということが、あるいは環

境に影響があるということが分かれば、環境省さんの法律で取り締まると。で、究極的に

は日本から駆逐してしまうということで進めております。ただ、いかんせん、明治以降、

日本が鎖国をやめて以降、非常にたくさんの植物、動物が日本に入ってきておりますので、

それについて全てやるというのは今はなかなか難しいということがありますけれども、着

実にそれは進んでいるということでございます。

○司会 ありがとうございました。そのほか、全般を通してで結構でございますのでご意

見等がありましたらどうぞ。

○木野村 時間がないですから簡単に。私、青森で取れないような魚介類を青森産だとい

うことで一時、だいぶ売られていたことがある。それはどこに根拠があるのか知りません

けども、風聞としては北朝鮮だなんて、今、北朝鮮が盛んに問題になってるもんですから、

そう言っているのかどうか知りませんけども、そういうこと。だけど、青森で取れるはず

がないんだから、どこかからなんですね。

それが１つと、それからよく北で、昔の千島列島、あそこで日本の漁船が大分、拿捕さ

れていると。その時の漁船の積んでいた魚がどうなっているのか、魚介類がどうなってい

るのかということで、先程の資料の５ページにありますように全国で73ヶ所、これの支所

なり、出張所で全部カバーできているのかどうか。先だって私、成田空港と千葉の検疫所

を見学に行きたいと思いまして、そしたら成田のほうはどうぞいらしてくださいと言われ

たんですけども、千葉のほうは、３人しか職員がいないもんですから勘弁してくれという

ことで行けなかったんですけども、いちいち応対していたら大変でしょうから分かるんで

すけども、そういった形で検疫所がまんべんなく、ここに挙がっているような大きな港、

大きな空港だけじゃなくて、例えば、極端な話がそこら辺のちっちゃな漁船だとか何かか

ら揚げるものも検疫の対象になっているのかどうか、以上です。

○司会 コーディネータの私からちょっとお答えさせていただきますけれども、まず１点

目のお話。原料、原産地の表示ということで、青森に揚がったものは青森原産ということ

で表示します。ですので北朝鮮産であるということを青森県産として偽った場合は表示の

違反ということで、農林水産省のほうでもそういったものがあれば、例えば農政事務所さ

んとか各機関で窓口がございますので、そういったところでそういう情報があればお伝え
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いただきながら調べていくという形になると思います。

あと、魚の輸入というような形になってくるものについては検疫制度の場合、私から言

うのはちょっとあれなんですが、植物検疫のほかに動物検疫というものがあります。その

ほかに厚生労働省さんのほうでやっています検疫所での食品としての検疫というのがあり

ます。今日の内容は、なかなか目立たないんでということでお話しさせていただいていま

す植物の関係で病害虫ということになりますので、今回の植物防疫所というところについ

ては、お魚とはちょっと関係ないということになりますので、そういったご説明でお願い

します。

○田邉補佐 ご指摘のところは多分、そういうことと、もう１つは日本にたくさん漁港が

あるんで、確かに営業漁港もあって、漁船の方が植物を入れるということはないかという

ご心配もあろうかとは思うんですけれども、われわれは外国から貨物が入るような、ある

いはお客様が入るような港と空港はほとんど網羅しておりまして、必ずしも検査官が常駐

していなくても船の出入り、空港の出入りに伴って、出かけていってやるということもや

っております。それからそういったものが置いていないところ、あるいは植物を輸入する

場所というのは、港はあらかじめ指定されておりますけれども、指定されていないところ

も幾つかあります。大きな漁港で、焼津とかそういったところは指定されていないので植

物は輸入できないんですけれども、ただ、そういったところに外国貨物も入ります。そう

しますと税関のほうで私どもの代わりにその検査、取締りをやっていただくということに

なっております。それ以外のところは、税関でも外国の貨物を入れられない小さな港もほ

かにもありますけども、外国の貨物が入るようなところはそういったところで税関さんと

も協力しながら、私どものほうで全て網羅するような形になっております。

そのほかに事故的なものなんですけれども、日本海で木材船が時々、しけで転覆するよ

うなこともあるんですけど、そういったものが海岸に流れ着くということがあります。そ

ういったものも、そういう漂着物についても税関さんもやりますけども、私どもでも、あ

れは一応、木材で植物ですんで、海岸でそういったものの取締りということをやる場合も

ございます。

○司会 そろそろ時間になってまいりましたので、二、三質問を受けて、最後、閉めたい

と思っております。最後、ご質問、ご意見があるという方は挙手でお願いしたいと思いま

す。前から２番目の方どうぞ。

○小西 輸入商社の管理部署に所属しています小西と申しますけれども、今回、ちょっと
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ご説明とか資料がなかったんですが、木材梱包材の植物検疫に関することで、参考資料で

いただいた植物防疫所の輸出検疫のところには、最近では諸外国から要求されて消毒して

いるということが書いてあるんですけれども、今回、輸入のほうでもわが国のほうでそう

いったものをやりますよという通知とかあったんですが、その背景と、あと輸入木材梱包

材に関するリスク評価といいますか、どういうふうに検疫所さんではお感じというか、考

えられて、そういうのをされる予定になったのかとかその背景とかを簡単に教えていただ

ければ助かります。

○司会 最後、質問をお受けしますが、ほかにありましたら、まとめてお受けしたいので

すがよろしいですか。

では、輸入木材の関係をお願いします。

○別所課長 まず、今、ご質問のありました木材梱包材の件であります。国際基準を説明

する中で少し触れさせていただいたんですけども、木材梱包材で特に樹皮なんかが残って

いるようなケースもあったりしますので、なかなか梱包材というのは、言葉をちょっと選

ばずにいうと立派な木でない場合が結構ありますので、そこにいわゆる木材、樹木を食害

する害虫が入っていたりすると、それがほかの国に行って森林害虫として侵入してまん延

したりすることがリスクとしてあるということで、これは各国ともその問題について共通

の件を持っております。

そこでＩＳＰＭという国際基準を作るところが梱包材にする木材についての消毒方法を

共通の規格として作りました。これは１つは熱処理、蒸気で熱でかけて処理する場合と、

それから先程もちょっとありましたが、臭化メチルで処理する場合があります。わが国の

場合は蒸気の処理のほうが圧倒的に多いんですけれども、そういう処理をして、処理した

ものを梱包材として使う時には、一定の国際的な共通のマークがありまして、そのマーク

を梱包材に押して、例えばパレットですとか、あるいは木枠とかそういったものをマーク

つきのものが動いている場合については各国とも規制の対象から外していくというか、安

全であるということをお互い確認し合うというようなシステムになっています。それぞれ

の国でマークつきのものじゃないと検疫の対象にしますよとか、あるいはそういったもの

が見つかれば廃棄してもらいますよとか、各国がマークつきのものであればオーケーだけ

れども、マークつきでないものは規制の対象にしますという制度を国々、それぞれ順次、

入れてきました。

日本のほうは最初はそういった規制が入った国に行く木材について消毒をして、マーク
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をつけるという仕組みを最初に導入しました。それから、日本の国においてもそういうマ

ークがついていないと検疫の対象として検査しますよと、検査して病害虫が見つかれば、

それは処理しますよという制度を今年から導入することにいたしました。したがって、先

に出て行くほうの制度のちょっと先行して整備されて、入るほうについては少し送れまし

たが、今年から導入するということにしております。

○田邉補佐 梱包材について若干、補足させていただきます。背景は今、説明したとおり

でございます。

リスク評価につきましては私どものホームページ、パンフレットの後ろ側に書いてあり

ますアドレスのほうで詳細なものを掲示させていただいておりますので、そこをご覧いた

だきたいんですけれども、結論からいいますと、梱包材を経由して日本に侵入する可能性

のある日本未発生の病害虫は約600いることが分かっております。それがほぼ全て、日本

に定着するということが可能であろうという結論に立っております。

その中の特に10数種類についてはかなり被害が甚大になる。特に森林資源に対して甚大

な被害を与えるだろうという結論が出ました。ご承知のとおり、日本につきましては森林

が国土の70％、かなり大きな部分を占めております。そういったところへの被害が直接あ

る。それから、果樹ですとかそういった農業生産のほうにも影響がある。林業、農業にも

影響があるということが分かっております。

そして、梱包材自体が今、各国が規制をしているようになかなか輸入段階でコントロー

ルできないと。電線にも使われている、車にも使われている、石材にも使われている。も

ちろん農作物にも使われている。ありとあらゆる貨物に使われているということで、輸入

の段階ではなかなかコントロールが難しいということで、輸出国がそれぞれ出す前に消毒

して出しましょう、お互いに責任を持ってまん延をするのを防ぎましょうという制度にな

っているわけです。私どもも梱包材については従来、対象にして見てこなかったんですけ

れども、確かに調べてみればリスクがあると。それをさらに詳しく調べたところ、検疫の

現場で、先程言いましたように空港とか港で検査官が巡回して病害虫の発生も調べている

わけですけど、その過程でそういった警戒の網に引っかかった梱包材の害虫というのが実

際におりまして、確かにそれは外国から入るということも分かっておりますし、実際に国

内で一時発生しそうになった非常に危ない場面もありましたけども、緊急に防除したいと

いうこともございますので、今まで日本が貿易をしていた国は割と輸入量が多いところは

決まってきたんですけれども、中国とかどうやらアフリカとかから来る貨物が増えてまい
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りましたので、各国ともこういった規制を世界同時に始めようということでございます。

○司会 活発にご議論いただいたところですが、ちょうどお時間となりました。最後に別

所課長のほうから全体を通したご説明をして、終わりにしたいと思います。お願いいたし

ます。

○別所課長 今日はやや短い時間ではございましたけれども、こんなに多くの方々に集ま

っていただきまして、植物検疫について説明をさせていただく機会をいただきましたこと

を改めてお礼を申し上げたいと思います。

１つ、ちょっとお答え忘れたことがありますので、そこの補足から始めますと、輸出の

観点がちょっと抜けておりました。日本の農産物は非常に品質はいいんですけれども、コ

ストが高いというところがあります。ただ、いろいろな国々が経済発展する中で、日本の

コストでも高品質であれば、買ってもらえそうな市場というのもある程度、近隣にもでき

てきたという実態がございます。そういった中で単に国内の農産物、日本の農業として、

日本市場だけを自分の商売の相手と考えるのではなく、そういった日本の農産物、おいし

い品質のいい農産物が受け入れてもらえる市場に対して積極的に輸出をしていってはどう

かというようなことを私ども、農政の柱の1つとして備えまして、別に補助金をつけると

か何とかということではなく、例えば市場調査のお手伝いをしたりとか情報提供をしたり

とか、あるいは見本市とかそういう各国に行ってＰＲをするようなことをお手伝いをした

り、あるいは各国のそれぞれの制度を情報収集して提供したりというようなことを一生懸

命やっていこうと思っております。その際に、検疫の世界というのは日本から諸外国に行

く農産物が検疫の世界で受け入れてもらえるように、これは必要な規制は日本側でクリア

をしていかなきゃいけない部分もありますので、そういったものの技術開発や２国間での

協議というものも含めて、しっかり取り組んでいこうということであります。

ご説明にも若干触れさせていただきましたが、一応、５年後に今の3,000億をなんとか6,

000億ぐらいに持っていけないかと。将来的にはなんとか１兆円というところまで持って

いけないかということで取組みを進めております。報道等でご案内のところがあろうかと

思いますけども、今、中国には日本のお米が検疫上の理由で輸出できないところがありま

すので、そういった検疫条件、どうやったら輸出できるかということについても協議をし

てまいっているところであります。そういった取組も進めていきたいいうことであります。

先ほど冒頭で司会の方より縁の下の力持ちというありがたいお言葉をいただきましたけれ

ども、なかなか目立たないところでやっている仕事でありますので、ぜひこういった機会
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をまた活用して、少し露出度というものも高めていく努力もしていきたいと思っておりま

す。

それから、空港で海外からお帰りになった際に植物を持ち込まれる場合には、かなり制

限がございます。ぜひそういったことについては成田空港のカウンターやいろんなところ

にポスター、パンフレット等も用意してありますので、ぜひ関心を持っていただければと

思います。貨物として入ってくる場合は現地で、例えば消毒処理が行われているというよ

うなことを規則で定めておりますし、また、日本の植物防疫官が現地に行って、きちんと

消毒処理をしていることを確認したりしております。ですから、いわゆるお土産、携行品

の場合は皆さんが国内の行った国々の市場でお買いになったものというのは、そういった

処理が行われているかどうかというのは確認できませんので、そういう意味では携行品に

ついては一律輸入禁止になっているケースがかなりあります。ですから日本で、例えば何

々の国から何とかという果物が売られていても持ち込めないというのは、そういう事情が

あるんだということもご理解をいただきたいというふうに思います。

今日はかなり多方面にわたって説明をさせていただきました。若干、消化不良のところ

もあろうかと思いますけれども、植物防疫所、また、農政事務所、そして私ども農林水産

省にご疑問の点、また、ご要望の点ありましたら、いつでもおっしゃっていただきたいと

思います。私どもとしていろいろご要望を承りながら行政に反映させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

本日は大変ありがとうございました。

○司会 以上をもちまして、植物検疫に関する意見交換会を閉会いたします。長時間、ど

うもありがとうございました。

また、お帰りの際、出口のところにアンケートの回収箱を設けております。ご協力のほ

ど、よろしくお願いしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。

４．閉会


