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本日の説明内容

１．植物検疫について

２ 植物検疫制度の概要２．植物検疫制度の概要

３．国際化への対応
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１．植物検疫について
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植物検疫の必要性

我が国の農作物を有害な病害虫から守るため

○未発生病害虫の国内への侵入・まん延防止

○我が国の一部に存在する病害虫の拡散防止

我が国の農作物を有害な病害虫から守るため

輸入植物の検査 有害な病害虫が見つかれ
ば消毒などを実施

貨物、携帯品、郵便物など
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侵入病害虫による重大被害の例（①海外）

1840年代
アメリカからアイルランド
にジャガイモ疫病が侵

1870年代
アメリカからフランスに
フィロキセラ(ブドウの大

入・まん延

ジャガイモ畑に壊滅的被害

害虫）が侵入・まん延

ぶどう畑がほぼ全滅

ワイン生産に大打撃「ジ ガイ 飢饉 ワイン生産に大打撃「ジャガイモ飢饉」
：ヨーロッパ最後の大飢饉

100万人が死亡
100万人が国外移住 人口減
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侵入病害虫による重大被害の例（②国内）

沖縄県等にウリミバエ・ミ
カンコミバエが侵入

カンキツ、キュウリ、メロ
ン、ウリ等に被害が発生

根絶までの期間 ： ２５年

ミカンコミバエ

ウリミバエ根絶までの期間 ： ２５年
防除費用 ： 約２５４億円
従事者 ： 延べ６３万人

ウリミバエ
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国際検疫 輸入検疫

輸入の制限

植物検疫のしくみ

・輸入の制限

・輸入の禁止

・輸入植物の検査

輸出検疫

国内検疫
・国内植物の移動規制

・輸出植物の検査

輸出検疫
・国内種苗の検査

・緊急防除

侵入警戒調査
7

全国に73ヵ所

植物防疫所の所在地

全国に73ヵ所

：本所 5 所
：支所 15 所
：出張所 53所

横浜
神戸

門司

主要な港・空港に配置

植物防疫官８６５名
横浜

名古屋

門司

那覇

8



5

２．植物検疫制度の概要
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原則輸入禁止

植物類

輸入検疫の概要

検疫対象外検疫対象

輸入検査必要輸入禁止品

• 未発生で、被害が
大きく、かつ、検査
で発見されにくい
病害虫がつく植物

病害虫の検査

原則輸入禁止

合格不合格

輸入検査不要

高度加工品、
加工食品など

検疫対象外検疫対象

病害虫がつく植物
• 病害虫そのもの
• 土

廃棄又は返送

合格不合格

消毒

輸入可能
10



6

相手国が求める検疫条件

輸出検疫の概要

輸出検査不要輸入禁止 輸出検査

不合格 合格

輸 出 可 能輸 出 不 可

不合格 合格
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種苗の生産・移動による病害虫まん延防止のための

国内検疫の概要

種苗検疫

種苗の生産 移動による病害虫まん延防止のための
繁殖用植物（種ばれいしょ）に対する検査

指定地域からの特定の植物及び有害動植物等の移
動禁止または移動制限

移動規制

農業に重大な影響を与える侵入病害虫に対する緊
急的な防除

緊急防除
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沖縄県ではカンキツグリーニング病が発生

移動規制の例

沖縄県からのかんきつ類の苗木などを持出す
場合には 植物防疫官の検査が必要

発生

かんきつ類・ゲッキツ等の苗木・
穂木の移動には検査が必要

沖縄県

場合には、植物防疫官の検査が必要

未発生発生

○かんきつ類の病害で、生育不良を引き起こし、枝や株が枯死
○接木や媒介昆虫のミカンキジラミによって伝搬

カンキツグリーニング病

未発生
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緊急防除

・平成９年１２月 イモゾウムシ確認
・平成１０年６月 緊急防除発動

イモゾウムシの緊急防除（鹿児島県屋久島）

平成１０年６月 緊急防除発動
・平成１６年５月 根絶確認、

緊急防除終了

アリモドキゾウムシ 鹿児島県種子島 平成3年～平成10年
アリモドキゾウムシ 鹿児島県山川町 平成8年

緊急防除の発動実績（平成以降）

アリモドキゾウムシ 鹿児島県山川町 平成8年
ナシ枝枯細菌病 北海道 平成8年～平成11年
アリモドキゾウムシ 高知県室戸市 平成8年～平成10年
アリモドキゾウムシ 鹿児島県屋久島 平成10年～平成12年
イモゾウムシ 鹿児島県屋久島 平成10年～平成16年
カンキツグリーニング病 鹿児島県喜界島 平成19年～（実施中）
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侵入警戒調査

トラップ調査 巡回調査

港、空港、産地で実施

チチュウカイミバエ
カンキツグリーニング病 ウリミバエ
火傷病 ミカンコミバエ種群
スイカ果実汚斑細菌病 アリモドキゾウムシ

調査対象病害虫の例
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３．国際化への対応
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SPS : Sanitary and Phytosanitary Measures

検疫における国際ルール

ＳＰＳ協定

y y y
衛生と植物防疫のための措置

WTO加盟各国が、食品の安全性を確保したり、動物や

植物を病害虫から守ったりしつつ、公正な国際貿易を維持
するための国際ルール

①食品安全 動植物の健康に関する全ての措置が対象①食品安全、動植物の健康に関する全ての措置が対象
② 科学的な根拠に基づいて措置を設定する必要
③ 国際基準があればそれに基づいて措置をとる必要

植物検疫措置は科学的な根拠に基づいて
実施されなければならない
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国際植物防疫条約（IPPC）事務局は、SPS協定に定める
植物の健康に関する国際基準を作成

IＰPC

○１９９５年以降、順次作成され、現在29基準が制定

ISPMの例

「植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）」

・No. 2 病害虫危険度解析のフレームワーク

・No.15 木材梱包材の規制のためのガイドライン

・No.26 ミバエ類の有害動植物無発生地域の設定

・No.28 規制有害動植物に対する植物検疫処理
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個別の病害虫に対する植物検疫処理方法が順次追加

新たなISPMの採択による影響

ISPM No.28の採択により

チチュウカイミバエ等の重要病害虫の検疫処理方法は
二国間で決定

これまで

これから

相手国との協議で解決可能

原則、検疫処理方法は国際基準との整合が必要

れから

多国間の国際協議への関与が重要
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○ 作業の開始段階
新たな 際基準作成 提案

－ 我が国の取組み －
ISPMづくりへの参加

・ 新たな国際基準作成の提案
（我が国で開発されたくん蒸処理方法など）

○ 基準案の検討段階
・ コメントや科学データの提出
・ 専門家会合への参加や開催誘致・ 専門家会合への参加や開催誘致

○ 採択段階
・ 総会での最終議論への参加
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科学的分析に基づく輸出入解禁

○ 輸入禁止植物であっても、対象病害虫に対する

輸 入

完全殺虫技術など我が国への病害虫の侵入を防
止するための検疫措置が輸出国において開発され
た場合には、条件付きで輸入を解禁

○ 相手国の要求する検疫条件を満たせる品目に

輸 出

○ 相手国の要求する検疫条件を満たせる品目に
ついて、相手国に輸出解禁を要請

○ 新たな知見などにより相手国の要求が過剰であ
ると判断された場合は、検疫条件の緩和を要請
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輸入禁止品を解禁する場合には、科学的分析に基づ
いた病害虫の侵入を防止するための検疫措置（低温
処理、蒸熱処理等）を実施

輸入解禁した際の検疫条件

我が国は
チチュウカイミバエの
未発生国イタリアは

チチュウカイミバエの発生国

イタリア産スウィートオレンジを輸入する際

イタリアからのかんきつ類等は
原則輸入禁止

そのため・・・
「中心温度1.2℃、14日間の低温処理」により
ミバエを完全殺虫し、我が国への侵入を防止

輸入解禁
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輸出相手国が輸入を禁止している品目を解禁するに
あたり、我が国に対して所要の検疫条件が課せられる

輸出解禁のための検疫条件

リンゴを台湾に輸出する場合リンゴを台湾に輸出する場合

日本には、モモシンクイガが発生しているため、
台湾に侵入させないための措置が必要

台湾向けリンゴの生産園
地、選果施設の「登録」

植物防疫官による
「輸出時の検査」

生産者による「園地防除の徹底」、
選果施設における「適切な選果」 輸出
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ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

農林水産省農林水産省

消費・安全局消費・安全局 植物防疫課植物防疫課
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