
見て！聞いて！！植物防疫

～海外の病害虫から日本の農業を守る～

平成２０年８月７日（木）

【司会（横地）】 本日は、お暑い中お集まりいただきましてありがとうございました。

それでは、時間になりましたので始めさせていただきます。

ただいまから「見て！聞いて！！植物防疫～海外の病害虫から日本の農業を守る～」を

開催させていただきます。

私は、本日の進行役を務めさせていただきます農林水産省消費・安全局植物防疫課に所

属しております横地と申します。よろしくお願いいたします。

本日のテーマでございますけれども、植物防疫ということになります。植物防疫とは、

農産物に被害を与える害虫や病気、今日の午前中に、現場でごらんいただいた方もいらっ

しゃると思いますが、こういうものが海外から侵入するのを防いだり、あるいは国内で害

虫、病気が蔓延してしまうのを防ぐ仕事でございます。こういう仕事を農林水産省の植物

防疫所が一手に担っております。

最近、我々の生活の質の向上、それから食生活、この変化などに伴って、輸入される植

物の量、あるいは質が非常に増加してございます。また、海外旅行に行かれる方、あるい

は海外からおいでになられる方も非常に増加している状況にございます。こうした中、外

国との人とか物の行き来の増加は、私どもの生活を豊かにするという一方で、私どもの国

産の農作物、これに被害をもたらす害虫とか病気、こういうものが外国から侵入してしま

う可能性も同時に増えているという面がございます。

一度こうした病気、害虫、こういうものが入ってきてしまいますと、その拡大を防いだ

り、それから、入ってきてしまったものを根絶やしにする、根絶と我々は呼んでございま

すけれども、根絶することには非常に困難が伴います。コストもかかりますし、時間もか

かるということになります。このため、侵入を阻止する、あるいは国内での蔓延、拡大を

防止するという取り組みが非常に重要になってまいります。

こうした仕事は、国内における安定的な農産物を生産するというためにはますます重要

な役割を期待されているというところでございまして、本日はそういったことを行ってい
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ます植物防疫という仕事について、その公共性とか役割、こういったものについてご理解

を深めていただければと思っております。

また同時に、現在、我々が抱えております課題などについてもさまざまなお立場の方々

から活発なご意見をいただいて、意見交換なども進めていければと存じておりますので、

本日、よろしくお願いいたします。

それでは、本日の進行について若干ご説明させていただきます。

まず、お二人の方から、冒頭でございますけれども、植物防疫について情報提供をさせ

ていただきます。農林水産省の消費・安全局植物防疫課の検疫対策室長の阪村から植物防

疫の現状と課題についてご説明をさせていただき、それに引き続いて、名古屋植物防疫所

中部空港の支所長の馬庭から植物防疫所での業務について、それぞれ２０分弱でご説明を

させていただきます。その後、１０分休憩をとらせていただいて、パネルディスカッショ

ンに移るということを予定しております。パネルディスカッションの後は会場の皆様から

のご意見をいただきながら意見交換ということで進めさせていただきたいと思っておりま

すので、どうぞご協力をお願いいたします。なお、終了は、午後の１時ということで予定

してございますので、進行等ご協力いただければと存じます。

それでは、まず、植物防疫の現状と課題について、農林水産省消費・安全局植物防疫課

検疫対策室長の阪村からご説明申し上げます。スライドを使用させていただきますので、

前の方の照明を落とさせていただきます。ご了承ください。

それでは、よろしくお願いいたします。

【阪村室長】 皆さん、おはようございます。

植物防疫の現状とその課題ということで、私ども植物防疫所、植物防疫当局が行ってい

る仕事を簡単にご説明いたします。

簡単にとは申しますけれども、やはり役人のやっていることでございますので、制度な

どいろいろわかりにくい部分はあるかと思います。その際にはご容赦いただくとともに、

質問などをいただければと思っております。短い間ですけど、よろしくお願いいたします。

まず、植物防疫とは何かということで、私ども、よく事務所で電話をさせていただくと、

植物の貿易ですか、バナナの市況はどうですかとか、そういうことをよく聞かれますけれ

ども、そうではなくて疫病を防ぐと書きます。これはつまり、病害虫の被害を防ぐという
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意味でございます。防疫というのは大きく分けて２つございますけれども、今日は植物検

疫の話、これを中心にちょっとお時間を拝借したいと思います。

まず、検疫とか防疫とか、私、冒頭から皆さんを混乱させておるようですけれども、違

いとは何かということでございます。

まず、防疫でございますけれども、ここに書いてありますように、農作物を有害な病害

虫から守るために行う行政的な行為です。防疫というのは、農薬の散布とか、いろいろ畑

のお手入れとか、農家の方がやっておられますけれども、私どもは行政当局として、その

企画ですとか、運営ですとか、法律的な面をやらせていただいています。

検疫とは何かといいますと、その防疫の一部をなすのですけれども、まず、日本に未発

生の害虫が国内に入らないようにする。もう一点、日本の国内でも一部にしか発生してい

ない病害虫、これをほかの地域に広げないようにする。新しい病害虫をどこかにやらない

と、新しいところにやらないというのが検疫とご理解いただければと思います。

検疫の中身として、輸入検疫ですと、これは貨物とか携帯品、郵便物、いろんな形で植

物が世界から参りますが、これを検査して、有害な病害虫が見つかれば消毒などをして輸

入を許可する、そういうような仕事でございます。

ちょっと歴史の話をさせていただきますと、これ、有名な話ではございますけれども、

病害虫が侵入したことによって大きな被害が出た海外の例を２例ほどお話します。

１つは、１８４０年代、これはヨーロッパからまずアメリカに移民が行きました。そこ

で作ったジャガイモをアメリカからアイルランドに輸入したところ、ジャガイモの疫病と

いうのがありまして、これでヨーロッパのジャガイモが壊滅的な被害を受けました。一説

によりますと、史実ではございますけど、５００万人がお亡くなりになって、１００万人

がどこかまた移住をさせられたということでございます。

それから、もう一つが１８７０年代、アメリカからフランスにブドウの苗木を輸出した

ところ、フィロキセラ、これ、多分、名前を知っていると思いますけど、アブラムシの一

種ですね、根っこにつく。これがついていたので、アメリカでは大丈夫だったんですが、

フランスではブドウがほぼ全滅してしまった。ご存じのようにワイン、フランス人にとっ

ては水と同じようなものですから、これは大打撃です。いずれもこれがなぜ起きたかとい

うと、結局、ヨーロッパのブドウとアメリカとブドウって種類が違うんですよね。ですか
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ら、アメリカのブドウは抵抗性があったけれども、ヨーロッパのブドウはなかったので、

もう格好のえじきにされてしまった。いずれも１８００年代の事情でございますから、現

在ですと防除の能力、科学が発達していますからこんなようなことは起きないとは思いま

すけれども、似たようなことは起きる可能性があるというのが植物検疫の１つの意義でご

ざいます。

もう一つ、国内における侵入病害虫のお話をさせていただきますと、沖縄県、南西諸島

にかつてはミカンコミバエ、ウリミバエというミバエがおりました。これはミバエという

ぐらいで実につくハエなんです。果物、果菜類、こういうものに被害を与えます。侵入の

原因はいろいろ考えられておりますけど、植物を例えば台湾から持ってきたとか、台風で

飛んできたとか、いろんな原因が考えられますけれども、２つ大きな問題がありました。

まず、沖縄の農業が、沖縄のかんきつとかキュウリとかメロンとかがこのミバエにやられ

て生産ができなくなった。それから生産できてもこういう作物を本土に持って行けなくな

った。つまり、本土に広がると困りますから検疫をされるということです。２つの大きな

障害がございまして、国、県、それから学者の方々、いろいろ協力をいたしまして、何と

２５年の歳月と２５４億、延べ６３万人を動員いたしまして、めでたく根絶をいたしまし

た。これは「プロジェクトＸ」、ＮＨＫの番組でもご紹介されているので、皆さん、ご記

憶にはあると思いますけれども。このような例がございます。

次ですけど、植物防疫、検疫を含む防疫なんですが、どういう要素があるかということ

で、３本の要素を立ててみました。

１つは、外国とのやりとりをする国際検疫、これには輸入と輸出がありますね。輸入を

禁止したり、いろいろ制限を設けたり、輸入検査をしたり。それから、もう一つが国内検

疫ですね。先ほど南西諸島の例を申し上げましたけれども、国内の植物に対する移動規制、

侵入警戒、防除とかございます。もう一つ防疫の大切なことは、こういうことで新しい病

害虫を入れないけれども、いる病害虫をどうするかということで国内防除があります。い

ろいろ農作業を農家がなさって、農薬をまいたり、田んぼ、畑の手入れをしたりします。

あと、国としては発生予察、今年は暑いからどういう虫がいるのか、調査に基づいて天気

予報をする。それから、最近、我が課でも力を入れておりますのがＩＰＭ、これは総合防

除、インテグレーテッド・ペスト・マネジメントといいますけれども、そういう方策を用
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いて進めさせていただいております。

植物防疫所についてですけれども、全国に７３カ所ございます。中部空港はそのうちの

１つでございますね。植物防疫官、今日、検査の現場をごらんになったと思いますけど、

ああいう仕事をしたり、あと、国内でトラップの調査をしたり、発生調査をしたりしてい

るものが８６５人います。

以上が概要でございまして、あと、制度をちょっと詳しく見ていきたいと思います。

まず、輸入検疫でございます。植物が輸入されるんですけれども、それについては大き

く分けて、我々、３つのカテゴリーに分けています。１つは、輸入ができないもの、もう

一つは、輸入検査をして合格すれば輸入ができるもの、もう一つは、輸入検査も要らない

もの。

輸入禁止についてまず申し上げますと、日本に未発生、それから、入った場合、大きな

被害が出るもの、例えばミバエが侵入しますと例えばかんきつ、果菜類、それから、リン

ゴとかナシとかモモとか、そういうものにも被害が想定されます。つまり、我々、リスク

が高いと呼んでいますけど、そういうものであって、かつ、ミバエのように果物の中にい

るため検査で発見しにくいもの。表面におれば、今日ごらんになったようにアザミウマの

ような小さいものでも何とか見えますけど、中にいたらわかりません。そういう３つの要

素があるものについても輸入を禁止する。この果物は危なくてしようがないから輸入を禁

止しますということを外国に宣言をしております。あとは、病害虫そのものはだめですと

か、土もだめですという規制があります。

あと、検疫対象に関しましては、病害虫の検査を輸入時にして、病害虫がいなければ合

格で輸入できます。それから、不合格であれば廃棄や返送、消毒をしたいというお申し出

があれば消毒をして合格となります。もう一つが検疫対象外で、これは高度に加工された

食品のようなものですね。例えばお茶、焙煎したお茶とか、コーヒー豆とか、あと、瓶と

か袋に入った香辛料がございますよね、カレーをつくるとか、タイ料理をつくるとか。あ

あいう小売のためにパッケージしたような香辛料とかも検査は要りません。ただし、加工

の程度によっていろいろ虫がつくのもありますので、輸入される際には、しようかなと思

っているんでしたら、植物防疫所にちょっとご相談いただいたほうがいいかもしれません。

輸入ばかり申しておりますけど、最近、農林水産省としても植物の輸出ということに力
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を入れてございます。では、輸出検疫はどうなのか。植物検疫は国際植物防疫条約という

国際条約がありまして、輸入の際にもそういう制限を設けられるけど、輸出の際にも外国

が要求している要求事項を満たしなさいという取り決めになっていますから、輸出相手国

の条件を調べまして、輸入が禁止されていたら、残念ですけど、これは輸入できませんと

いうご案内になります。輸出ができるものでしたら、輸出検査をして合格したものだけ、

証明書をつけまして輸出をしていただく。外国もこれは検査は要りませんというものもあ

ります。こういうことにつきましても、世界各国を相手にしていますからお確かめになっ

たほうがよろしいかと思います。私どもにご相談いただければと思います。

それから、国内検疫なんですけれども、先ほど申しましたように、移動規制、特定の地

域から特定の植物の移動を制限する。それから、侵入警戒といいまして、いろいろと虫の

好きなにおいといった、成分を使った、トラップと申しますけど、捕獲器、こういうもの

を仕掛けて、例えば生産地とか全国の港、空港、ここにもついています。侵入警戒をする。

早期に発見する。万が一かいくぐって侵入したものについて、これが重要な病害虫であれ

ばお金をかけて強制的な防除をするということになります。

あと、もう一つの仕事としては、種バレイショとか果樹母樹ですね。これらは栄養繁殖

しますので、芋はそのまま植えます。果樹は母樹からとってきて、それを育てて、ずっと

１０年も２０年も３０年も生産しますよね。こういうものは病害虫がずっと永続しやすい

し、また、広がりやすいので、特に国内のものであっても検疫をしているということにな

ります。

次は、移動規制の例を簡単に申し上げます。さっきはミバエがもういないと申し上げま

したが、今度はカンキツグリーニング病というかんきつの病気で非常に生育不良などを起

こすものが南西諸島におりますので、苗木類の未発生地域、そのほかの地域への移出、移

動が禁止もしくは制限されています。

これが侵入警戒の例でございまして、これがトラップと呼ばれるものですね（スライド

１４参照）。この中にミバエの好きな成分が入っていまして、ミバエが外から入ってきて

ここに落ちるのでいればわかります。これはスイカだと思いますけど、畑を巡回して病気

が出ているかどうか、ここに書いてある病害虫ですね。こういうものを対象に早期の発見

に努めております。
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次に、緊急防除でございますが、万が一侵入した場合には、国が主導して、また、お金

も使って防除をします。もちろん農家なり都道府県のご協力も必要です。こういうことも

私どもの仕事でございます。

もう一つ、国内防除について一言触れさせていただきます。さっきＩＰＭと申しました

ね。これは何が何でも薬をまいて防除をするんだ、抑え込むんだという考え方ではなくて、

まず、例えば輪作をするとか、抵抗性の品種を導入するとか、それから、農薬を使うにし

ても種子に消毒をすると量が少なくて済みます。そういうことを体系的に実施するという

ことです。それから、もう一つは、防除のタイミングですね。たとえ虫がいても、先ほど

の発生予察に基づいて、あと、圃場の観察をして、病害虫が経済的な被害を生じると判断

しない場合には防除をしない。また、防除にしてもいろんなやり方があります。天敵を使

ったり、あと、粘着板といいまして、虫をおびき寄せてくっつけてしまうゴキブリホイホ

イのようなもの。もちろん化学防除もありますね。こういうことを多角的にやっておりま

して、環境と人体への負荷を減らすということで国内防除は進んでおります。

最後になりますけれども、国際的に取り決めがあります。１つは、サニタリー・アン

ド・ファイトサニタリー・メジャーズ、衛生植物検疫措置のための協定、これはＷＴＯの

取り決めでございまして、これに何が書いてあるかといいますと、まず、食品の安全とか

動植物の健康にかかわるすべての措置とかサービス、こういうものを対象にして、そうい

う措置は科学的根拠に基づいてとりなさい。それから、国際基準に従ってくださいという

ものがＷＴＯの枠で決まっております。これは自由貿易をしながら規制をいかに有効にす

るかということです。

もう一つ、植物防疫条約、さっき言いましたけれども、これに関しては何の仕事をして

いるかといいますと、植物検疫に関する国際基準というものがありまして、これを作成し

ております。なるべく世界中で安全に同じ基準で、しかも、病害虫を最も効率的に防除す

る、検疫する、そういうことを定めております。こういう枠内において私どもも検疫措置

を講じているとご理解いただければ幸いです。ここにありましたね、科学的根拠。それか

ら、危ないものをそのリスクの大きさによって取り締まる。国際基準に整合している。

ちょっと科学的根拠に基づいた検疫措置の例を申し上げますと、イタリアはチチュウカ

イミバエという、先ほどご紹介したミバエの一種がおりまして、日本にはおりませんので、
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日本はイタリアの例えばかんきつは輸入禁止をしています。ただし、イタリアは低温処理、

中心の温度が１.２度で１４日間おくとミバエの幼虫が死んでしまいます。イタリアがこう

いう措置を開発したので、今はそういう措置をしたもののみ輸入ができます。つまり、リ

スクのあるものは取り締まるけれども、リスクがなくなれば解禁をしますということです。

同じことは輸出にも言えまして、リンゴを台湾に出す場合、モモもナシもそうなんです

けど、日本では普通の害虫であるモモシンクイガというのがおりますけれども、台湾はこ

れがおりませんので台湾に侵入させるのは嫌ですので、台湾は何をしてくれと日本に言っ

てきたかといいますと、園地を登録します。それから、選果、選果の人がちゃんと見て、

モモシンクイガが寄生しているものは除きます。こういう園地の防除、それから、選果を

徹底したものだけ、もちろん植物防疫官が最後に検査しますけれども、そういうものだけ

台湾に受け入れる。こういうような世界的な枠組みでやっていることをご理解いただけれ

ば幸いでございます。

ちょっと急ぎましたけれども、以上でございます。ありがとうございました。

【司会（横地）】 ありがとうございました。

それでは、続きまして、植物防疫所の業務について、本空港の植物防疫所の所長である

馬庭からご説明をさせていただきたいと存じます。

なお、説明が終わりましたら１０分間の休憩とさせていただきたいと思いますので、あ

らかじめご了承をいただければと思います。

それでは、また同じようにスライドを用いてご説明させていただきますので、照明を落

とさせていただきます。

では、よろしくお願いします。

【馬庭支所長】 ご紹介いただきました馬庭でございます。この空港の責任者をやって

おりますので、空港の現状、空港の輸入検疫の現状を報告いたしたいと思います。

（以下の説明は資料２「見て！聞いて！！植物防疫 空港の現場から」を用いた）

この中部空港の特色からということで、ご承知の方も多分多いんですが、１７年２月に

発足し約３年半という期間を経ております。まだ名古屋空港はございますけれども、空港

が自衛隊との共用であったとか、電車が行っていなかったというアクセスの問題とか、周

囲の宅地化・開発が進んだことから、運用などに問題も出てきて、皆さんの期待の中で中
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部圏の新しい玄関として発足したということでございます。

（資料２ページ参照）

この空港は見られたとおり海上空港でございまして、２４時間フル運用ができます。要

するに騒音も大体海上のエリアということで、２４時間運用ができる空港として一生懸命

で働いております。現在、地元の方はご承知のとおり、２本目の滑走路の建設ということ

で大変頑張っておられるのは、週に二、三回、夜間に滑走路を閉鎖して保安上の検査をや

らないといけないということがあって、その時間帯に運用できないという制約があること

から、フルに働かせるために２本の滑走路が必要ということでございます。

それから、特徴の１つとして、アクセスとか乗り継ぎが非常に便利な空港として発足し

ています。それは名古屋から鉄道では最短で２８分、車で約４０分、対岸の三重県から４

０分程度で船も出ています。また、施設自身も非常に使いやすく、国内線と国際線がすぐ

隣り合わせで、乗り継ぎが便利なこと、いろいろな面で気を使われているということです。

それから、あとは環境への配慮ということで、この空港島をここに持ってくることについ

ても海流への配慮がされており、護岸に自然石を使うとか、いろいろトライアルされてい

ると聞いております。

我々の仕事に関しては、この名古屋のエリアが物づくりでは自動車ばかりじゃなくて、

農業の分野においても過去から活発なエリア、先進的なエリアであったということ。特に

花き栽培においては群を抜いて全国のトップをずっと走っています。また、農業の生産額

産出額にしても、今現在でたしか６位程度だったと思っておりますけど、非常に大きな先

進地であるということでございます。

次に、この空港の概要ということで簡単にここに書いております。滑走路は３,５００メ

ートルが１本、大体、世界のどこでも行けるような飛行機が飛べる大きさと聞いています

し、空港島は５８０ヘクタール、運用は２４時間ということになっています。現在、国際

線で１２カ国、２地域、３４都市、便数は３５４便、これは今年の夏ダイヤの改正時のデ

ータでございます。国内も４月のデータで旅客便が２１都市、便数は日に８１便というこ

とですが、逐次拡大したり縮小したりしております。空港の利用実績はここにありますと

おり、発着回数は１０万回ということでやや減っているというようなことでございます。

（資料３ページ参照）
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ちなみにこの空港は、国土交通省によりますと国際拠点空港ということで、成田国際空

港、関西国際空港、それから中部国際空港となります。この３つの中でどのような位置づ

けかなということでちょっと調べてみたんですが、発着回数では成田がやっぱり多くて１

９万回ぐらいです。これは１８年のデータなんですけど、そのようになっています。それ

から、国際便の旅客数では成田が３,０８６万人で、やっぱり大変多いです。また、貨物の

量としては成田が２２３万トンということで、やはりかなり多いということ。一方、国内

便は反対に成田が１１５万人、この空港よりはるかに少ないのですが、似たような環境に

ある関空では５４６万人ということで、私ども中部空港がよく利用されているという実績

を残しております。

ただ、最近、注目されているのが東京国際空港の羽田空港なんですが、あそこは滑走路

も今たしか３本ございまして、３,０００メートル（２本）、２,５００メートル。そういう

ことで非常に大きな空港で、発着回数も大体３１万回、ここは国内線が主なんですが６,０

００万人、年間利用されているようなんですね。中部空港の位置づけは大体そういうとこ

ろかなと思っております。

次に、空港で行う植物検疫にはどういう特色があるかまとめたものなんですけど、輸送

時間の短縮や、輸送方法の発達によりまして農産物の利用も拡大してきております。それ

は１０年前の平成９年には大体３７万件ぐらいの取り扱いがあったんですが、昨年度、４

９万件の貨物の取り扱いがございましたので、約３割増となっております。その内訳には

プラスもマイナスもありますけど、そういうことになっています。（資料４ページ）

検疫上のリスクはどうかということになりますと、輸入植物の種類数が増えたので侵入

機会が増加するし、フレッシュなものが運ばれるのでより活性の強い病害虫が発見されて

いるような状況でございます。

次に、中部空港支所の業務なんですが、航空貨物の検疫と携帯品の検疫、国際郵便物の

検疫を行っております。それぞれここに書いてありますように、航空貨物の検疫ではやっ

ぱり鮮度の要求、それから、付加価値が高いものが入れられるということで、迅速な検疫

が大きなポイントとなっております。（資料５ページ参照）

携帯品の検疫では、植物検疫があまりよく知られていないということがございまして、

輸入禁止品の持ち込みが大きなキーワードになっていますが、それについては丁寧な説明、
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広報活動を徹底していかなければいけないだろうと考えております。

郵便物の検疫は、近年はEMSとかの早い便、丁寧な輸送もあって、昔は乾物が多かった

んですが、品目が多様化しており、かなり煩雑な検査が要求されるようになっております。

次は中部空港と各空港と比較してどのような特色があるかということを示したものなん

ですが、航空貨物においては貨物全体の８％が中部で輸入されている。それは全国で４９

万件あるんですが、私どもで３万７,０００件を１９年度で扱っております。税関で聞いた

ところでは中部空港の貨物の取卸量、要するに輸入されたものを卸された量ですが、全体

の大体５％か６％ぐらいと聞いておりますので、ほぼ同様な傾向が出ているのかなと思っ

ております。（資料６ページ参照）

ここで１つ強調したいのは、そこの２番目に書いておりますように、苗物、球根が全国

ベースの件数で１０％、数量で２６％ということで、この空港のシェアが高く、我々の業

務の中心になっているということが言えるんじゃないかなと思います。ちなみに件数は全

国で２７万件ですが、私どもが２万７,０００件、数量３億９,７２９万個のうち２６％の

１億４００万個を扱っております。

携帯品については大体同様な傾向にあるんですが、８％で特に大きな特徴はないという

ことでございます。

次に、輸入検疫の流れということで、先ほども室長のほうで説明いただいたんですが、

私のほうでもちょっと細かくご説明します。はじめに検査の申請があって、輸入検査があ

る。それから、病害虫が発見される、発見されないということで分かれていきます。貨物

は検査申請書が出されて、それをチェックして検査するという形になります。携帯品、要

するに外国から手荷物として持っておいでになるものは、直接本人から口頭で申告しても

らって検査をしているというような状況でございます。また、郵便物については法律で定

めておりますけど、郵便局のほうで代理で検査の申請をしていただくというようなシステ

ムになっております。（資料７ページ）

ちなみに、貨物の申請は今ほとんど電子化されておりまして、私のほうでも大体約７

０％程度ご利用されている実績になっておりますが、あとの３０％というのは、最近、自

分で手続きをやられる個人輸入の方が多いので、その方々がそこまでできないということ

がございます。ただ、今回、システムが大幅に見直されますので、より使いやすくなると
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いうことで、その辺はある程度解消されるのではないかと思っております。

次に、一番メインとなる航空貨物の検疫について、この図で大まかな流れということで

お示ししております。貨物は、貨物便で持ってくると思われるかもしれませんが、貨物便

は確かに全部貨物を積んできますけど、旅客便のお腹の下、通常はバゲッジが入っている

んですけど、そこにもかなり貨物が積み込まれて輸入されている実態がございます。降ろ

された貨物は先ほど見てもらった長い上屋のほうに搬入され、その上屋へ入った時点で申

請されていますので、上屋で検査品の抽出をやるか、又は、検査場に全部持ってきて抽出

し検査を行っております。（資料８ページ参照）

あと、検査は大体見ていただいたとおりです。ただ、この図で注目していただきたいの

は、選別というのがありますが、これは消毒の一環でございまして、いわゆる消毒を、全

部やる必要はなくて、一部のものだけを消毒すればいいんじゃないかということで、良い

ものと悪いものと分けてもらい消毒を行うというような措置があります。

次に、貨物の検査実績でございますけど、先ほど言いましたように、私どものところで

は栽植用の植物、要するに実際に畑や田んぼに植えられるものが圧倒的に多いということ

があります。その内訳としては右に書いてありますように、苗物、それから、球根、種子

がございまして、この辺が私のほうのメインの仕事になっています。特に検疫的にも力を

入れなければならないと思います。（資料９ページ参照）

次に、どんな植物が多いのかということですが、貨物の見学でかなり説明しましたので

特に細かな説明はしないんですけど、苗類をちょっと説明してみますと、キクが一番多く

て中国とかインドネシアから来るものが多いです。それから、キヅタ属というんですか、

ヘデラといってよく緑地なんかの下をはっている植物です。それが非常に多くて、これは

グアテマラとか中国とかフィリピンから来ています。次のナデシコ属というのは、具体的

にはカーネーションですけど、イスラエルとかオランダとかイタリアというようなところ

から来ております。あと、球根はチューリップ、ムスカリ、クロッカス、オキザリスとい

うようなもの、これは大体オランダから来ております。それから、あとは貨物見学のほう

でも説明したので、次に移らせてもらいます。（資料１０ページ参照）

現場の見学の中で見ていただいたように、検査現場では主にルーペなどを使用しながら

見ていきます。ここが検査官の長年の経験が非常に生きるところです。例えばそんなに細
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かな指示をしなくてもそれぞれが的確に検査を行い、その土台となる検査上の情報はどん

どん流してありますので、各自がそれらを読んでやっております。あと、現場の精密検査

室でさらに顕微鏡の検査、さらにそこで見つかった病気などは、上の実験室のほうへ持っ

て上がってさらに細かな検査をします。さらに難しいものは、名古屋本所とか横浜の植物

防疫所に高度な同定をやる部署がございますので、そちらへ回して見るということでやっ

ております。現在は写真などが容易に電送できますので、そういう面では早くて的確な同

定ができるようになってきたなと思っております。（資料１１ページ参照）

次、携帯品の検査のほうは冒頭で言いましたように少量多種類で、個人利用が多いです。

我々が気になっているのはやっぱり輸入禁止品が多いということ、これは周知が不足して

いるのではないかなと分析しております。そういうことで丁寧に説明し、何で禁止してい

るかということの理解を得た上で処分させていただくようにしています。また、２番目に

書いていますように、東南アジアから持ってこられるものは限られており輸入禁止品が多

いので、そういうものにターゲットを絞った広報物をつくって、さらに植物防疫官が出国

される方々に直接そういうパンフレットを渡して広報しています。昨年もこの空港で大体

８４日間、延べ３０５人の植物防疫官が、そのようなリーフレットを大体２万３,０００枚

配った実績がございます。そういうことをして少しずつ減らしており、昨年度は減少とい

う効果も得ております。（資料１２ページ参照）

携帯品の検査の中身はどうかということですが、やはり圧倒的に多いのは切り花です。

今日の出席者とのお話の中でも、持ってこられたことがあるということを聞きましたけど、

切り花類はタイとかシンガポールのランの切り花がやっぱり一番多いです。（資料１３ペ

ージ参照）

次に、果実、野菜ということなんですが、韓国、ベトナムの葉菜類、それから、ハワイ

産のパイナップル、葉菜として韓国のエゴマの葉っぱがあります。あとは栽植用の植物で

は苗物なんです。エクアドル、タイのランの苗ということで、そういうものが量的にはか

なり入っております。

次に、輸入禁止品はどうなんだということですが、輸入禁止の定義は室長のほうから説

明しましたので省きます。私どものほうの実績では、マンゴーが圧倒的に多くなっていま

して、昨年度で２１０件、多い国名からいきますと、フィリピン、タイ、台湾、ベトナム、
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中国というようなことになっています。次はカンキツで、ブンタンやポンカンとかですけ

ど、これはタイとか中国、フィリピンが多い。ちょっと変わっているのはリンゴでして、

中国とかアメリカとかオーストラリア、ニュージーランドというようなところから持って

こられるのが目についております。あとは大体似たようなところが多いので、国別で見ま

すとタイとか中国、それからフィリピンなどから持ってこられる場合が多く、そういうと

ころに絞って、パンフレットもつくりながら啓蒙しております。（資料１４ページ参照）

次に、郵便なんですが、局が貨物エリアにございます。郵便はかなり種類数が増えてお

りますが、種子や漢方薬、ここに書いてますように香辛料なんかが主体になっております。

冒頭に説明しました申請が本人からじゃなく郵便局からあるということで、本人が検疫が

必要だということを知っていないということが大きなポイントとなっております。従って、

不合格となった場合は必ず相手の方に十分説明して不合格の処置をとるようにしておりま

す。ちなみに、郵便物の検査内容としては、苗物とかも多いし、野菜とか生鮮なものも随

分入っております。そういう面では、今後注意してゆくことが必要と思っております。

（資料１５，１６ページ参照）

最後になりますが、私たちが目指す検疫ということですが、空港なのでやっぱり物の流

れをいかに迅速にするかというのが１つの生命線でございます。一方で、検疫としては、

先ほど申しましたように、苗物と種物が非常に多い。これは畑に直接植えられるもので、

やっぱり検疫的には大きなリスクを負っているということがございまして、丁寧にやらな

いといけないと考えています。相反する業務を円滑にやっていくために、関係の方々とか

荷主さんなどに協力してもらいながらの検疫が必要ということもございます。２番目に書

いていますように、常に最新の技術を導入しながら、できるだけ確実に早く結果が出せる

ような技術とか、十分な説明ができるような資料とか、そういう検疫をできるだけ早く導

入できるように我々も努力しておりますし、そういうことを今後やっていく必要があると

思っています。（資料１７ページ参照）

今日は皆さん方に集まってもらいご説明の機会を得ましたが、普段は冒頭にも説明しま

したように、関係の方々との接触は大変多いんですが、一般の方々とお会いして仕事を見

ていただくという、そういう機会がすごく少ないところです。でも、やっぱり皆様方の理

解を得ているかどうかが、我々の仕事に大きく影響することとなります。まさに３番目に
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言うとおり、皆さんの理解、協力、そういうものが絶対に欠かせないということは日々仕

事をする上で感じておりますし、今後も我々の職員にも徹底させていきたいなと思ってい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上で終わらせていただきます。

【司会（横地）】 ありがとうございました。

それでは、ここで１０分間の休憩をとらせていただきたいとに思います。休憩の後はパ

ネルディスカッションに移りたいと思いますので、よろしくお願いします。再開は、休憩

１０分をちょっと切ってしまうんですが、１２時ちょうどでよろしいでしょうか。この時

計で１２時ちょうどということにしたいと思いますので、それまでにお席にお着きいただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。

（ 休 憩 ）

【司会（横地）】 それでは、時間になりましたので、これからパネルディスカッショ

ンに入りたいと思います。

本日の意見交換、２８名の方のご応募をいただいております。また、そのうちほとんど

の方には意見交換に先立って現場見学にもご参加いただきました。パネルディスカッショ

ン、それから、その後、引き続きまして意見交換と続けさせていただきますが、そこでは

先ほどの２名の情報提供、それから、午前中ご参加いただいた現場見学なども参考にして

いただきながら、積極的なご参加、ご発言いただければと存じますので、よろしくお願い

いたします。

それでは、パネルディスカッション、それから、意見交換に移りたいと思います。パネ

ルディスカッション、意見交換の進行につきましてはコーディネーターにお願いします。

それでは、よろしくお願いします。

【鈴木補佐】 それでは、パネルディスカッションを開始いたします。

私は、本日、コーディネーターを務めさせていただきます農林水産省消費・安全局の鈴

木明子といいます。よろしくお願いします。

まず、本日、パネリストをご紹介いたします。本日、植物防疫について活発な意見交換、
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パネルディスカッションを行うということで、流通業者、あと、生産者、消費者の方にご

参加いただいています。

では、まず、皆さんの所属とお名前などを紹介させていただきます。皆様からご覧にな

っていただいて右手の方からご紹介させていただきます。

まず、流通業者のお立場からということで、伊勢湾海運株式会社常務取締役の大岩守様

です。

【大岩氏】 大岩です。よろしくお願いいたします。

【鈴木補佐】 次に、生産者のお立場ということで、ＪＡあいち経済連営農総合室営農

企画担当の本多友和様です。

【本多氏】 本多です。よろしくお願いします。

【鈴木補佐】 あと、消費者のお立場ということで、愛知県地域婦人団体連絡協議会会

長の平松サナエ様。

【平松氏】 平松でございます。よろしくお願いします。

【鈴木補佐】 最後に、先ほどご説明しました行政から農林水産省名古屋植物防疫所中

部空港支所長、馬庭昭一。

【馬庭支所長】 馬庭でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【鈴木補佐】 農林水産省消費・安全局植物防疫課検疫対策室長、阪村基です。

【阪村室長】 阪村でございます。よろしくお願いします。

【鈴木補佐】 以上５名でパネルディスカッションをまず初めに行いたいと思います。

次に、進め方についてですが、まず初めに、今ご紹介しました５名のパネリストの方と

いろいろ植物防疫について意見交換を行いたいと思います。その後、会場の皆様も交えま

して、今日の現場見学で質問できなかったこととか、ご意見、違う立場の方に聞いてみた

いことなど、いろいろ会場の方、パネリストの方、会場の方同士でも結構ですので、意見

交換をしていきたいと思います。

それでは、まず、私から今日の植物防疫の現場見学、先ほど情報提供として植物防疫所、

農林水産省のほうから行政の説明をさせていただきましたが、植物防疫についての感想と

か、必要性についてどう思われていらっしゃるのかということを消費者のお立場の平松様、

また、本多様、大岩様、それぞれにお伺いしたいと思います。今日の現場見学をご覧にな
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られて、植物防疫の必要性についてお一方ずつ感想などをいただきたいんですが、まず、

大岩様からよろしくお願いいたします。

【大岩氏】 必要性ということに対して、私自身、仕事の関係上、お客さんのほうから

オーダーをもらって、植物防疫所との間の役目をしています。そういう関係で、私自身で

はこの検疫という問題に対しては非常に重要性があるということは理解できています。一

般の方というのはなかなかその理解ができないと思うんですけど、あくまでも水際で虫を

殺さないと大変なことになるということで、我々自身は植防さんの前に協会というのがで

きていまして、その協会との接点の中でいろいろ話をして、くん蒸するものしないものと

いう形をとっています。そういうことで非常に理解できます。

ただ、ちょっと問題点を一言言わせていただきたいんですけど、昔は虫がある場合はほ

とんど不合格、虫ありということで不合格になっていました。最近は規制が緩和されて、

国策だと思うんですけど、どんどん虫あり合格という形が出ています。我々物流業者とし

て、虫があるものを倉庫に保管しておきますと虫が蔓延し、消費者のほうへ虫ありの形で

流れていきます。これは国策でやむを得ないとは思うんですけど、ある面では規制緩和が

どんどん進むということに対しての怖さがあると思います。

以上です。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございました。

大岩様は、伊勢湾海運株式会社ということで、輸入されてくる植物の手続をされている

会社で、植物防疫所とは業務上いろいろやりとりされているということで、専門的なお立

場から必要性について、問題点などについても今ご発言がありました。

その問題点について、植物防疫課から今何か説明されますか。それとも後にされますか。

国策というところの説明などは後ほどにされますか。

【阪村室長】 ３者に伺ってから。

【鈴木補佐】 そうですね。わかりました。

では、次に、ＪＡあいちの本多様、今日の見学をされ、植物防疫の必要性などについて

ご発言をよろしくお願いします。

【本多氏】 先ほど紹介していただきましたＪＡあいち経済連の本多です。生産者の立

場、農業の立場という代表で今日はこの場におるわけでありますが、植物防疫は、農業と
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密接にかかわるということながら、こういう現場を見させていただいたのは初めてでござ

いまして、水際でこのような非常に重要な役割を果たしていることを知って、非常にあり

がたいなと思っているところでございます。

紹介を兼ねて発言をさせていただきたいと思います。冒頭、支所長さんのお話にありま

したとおり、愛知県は工業産出額が多いということで工業県かなと思われるかもしれませ

んが、農業も結構盛んで、全国で６位という位置にあります。３,１００億ぐらいの産出が

ございます。中でも、花卉、花の類は７００億ぐらいありまして、２位の県が２００億ぐ

らいということでございますので、全国でダントツの産出額を誇っております。花卉類の

中では、菊、バラ、カーネーション、のほかに鉢花の生産が盛んです。また、野菜、果物

では、豊橋のほうで栽培されているアオジソ、オオバと言っておりますが、これが日本一

でありますし、知多で栽培されておりますフキ、他にはトウガン、イチジクなどが全国で

１位を誇っております。２位、３位でもキャベツ、トマト、ブロッコリー、それからサヤ

エンドウ、ミツバ、などが愛知の特産物ということで全国の中でも多い産出額となってい

ます。

こういったところですのでぜひ紹介しておきたいんですが、今、農家が大変困っておる

ことが２つあるんです。１つは、ガソリンとか重油の値段が上がったり、肥料の原料であ

るリン、カリの国際価格が高騰している。さらに、バイオ燃料の影響でトウモロコシが上

がりまして、家畜のえさの値段が非常に上がっておるということで、農業生産にかかわる

生産資材の値段が高騰しております。ところが、ここ１０年来ぐらい、デフレということ

でありまして、食料品の価格はほとんど上がっていないし、最近でこそ値上げというもの

がありますが、こと農畜産物に関しましてはほとんど値上げという形になっておりません。

野菜も果物も、それから、畜産物も生産ぎりぎりのラインでやっていたところでこのよう

な生産資材が上がってきまして、経営が非常に苦しくなっているということが１番目の困

った問題であります。

もう一つは、病害虫防除の関係であります。農薬取締法の規制が強化されたとか、最近、

食品衛生法も強化されまして、残留農薬の基準値が厳しくなってきて、農家がかなり農薬

散布に対して気を使うようになっております。ＪＡも責任を持って安全・安心な農畜産物

を皆さんのところへお届けしなきゃいけないということでありますので、農家の皆さんに
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生産履歴という形でどんな農薬をいつ散布、どういう希釈倍率で散布したのか全部書かせ

て、チェックした上で出荷しているというような体制もとっています。この農薬散布に関

しまして農家のほうが気を使うようになって、従来よりも手間もかかるようになっている

ということでございます。

何で農薬を散布しなきゃいけないのかということでありますが、ここがこの植物防疫と

関係あるのかなと思っています。昨今、貿易が盛んになってきて輸入農産物が増え、従来、

日本ではなかった病害虫が日本で発生しております。

写真を幾つか用意したのですけれども、１つはトマト黄化葉巻病という病気です。この

１０年ぐらいで日本でかなり広まっている病気でありますが、もともとトマト黄化葉巻病

自体も日本にはなかったんじゃないかなと思いますし、その病気を媒介する、そこに写真

が載っておりますが、タバココナジラミ、こういったコナジラミも日本には本来いなかっ

たというものであります。これは植物防疫が甘かったから入ってきたといって今さら非難

するつもりはございませんけれども、こういった病気が結果的に日本に入ってきてしまっ

たということでございますね。それらの防除のため、一般的に言いますと、農薬を使って

防除するというような格好になりまして、いやが応でも農薬を使わざるを得ないという状

況になってきているということです。

もう一つの写真はエンドウの萎ちょう病という病気です。これは糸状菌の病気のようで

すけれども、もともとは何かの種にくっついて、カビみたいな形で入ってきたのではない

かなと言われている病気です。ともに愛知で最初に発見された病気でありまして、非常に

残念だなと思いますが、そういう病気の防除のために農薬を使わなきゃいけない。植物防

疫ですべてが防げるとは思いませんけれども、外国から、日本にはない病気、害虫が日本

に入ってくると新たな防除方法を考えなきゃいけない、さらに農薬を使わなきゃいけない

ということでございますので、ぜひとも、今日拝見させていただきましたが、植物防疫と

いうのはできる限りきちっとやっていただきたいなと思うような次第であります。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございました。

農林水産省の植物防疫所は、病害虫を海外から入れない、あと、広げないということで

頑張っております。エールをいただきまして、ありがとうございます。
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引き続きまして、平松様、今日の午前の現場見学をご覧になられて、植物防疫の必要性

についてなど、ご発言をよろしくお願いいたします。

【平松氏】 私は、消費者の代表ということで今日こちらにおらせていただくんですが、

あまりこういうことに詳しくないんです。今日見学させていただきまして、ちょうどラン

ですとか菊ですとかの虫の対策というか、それを見させていただきました。手作業で目で

見て虫を振り払ってというか、下へ落としてという形で見させていただいたんですが、ち

ょっと原始的な検査で、それで虫が見つかるのかなと素人としてはそんなふうに感じまし

た。

検疫という言葉は、海外なんかへ行きましてお花なんかをもらってきた場合に検疫を受

けたりしたことはあるんですが、それに対する防疫ということがこんなに取り組まれてい

るということは、今回見学をさせていただいてとても認識をしました。消費者の私たちの

団体というか、女性団体としましては、こういう検疫などの勉強会をほとんどしておりま

せん。むしろ、農薬の少ない食べ物を食べましょう、虫がいるのは農薬が少ないから体に

いいですよみたいな勉強会というか、そんなことをしております。今回こんなことに出さ

せていただいたのは初めてなんですが、持ち帰りまして、皆さんにこういうことも取り組

まれているのでということをお話ししたいと思いました。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございます。

このように現場を見ていただくという機会はなかなかございませんで、実は昨年から植

物防疫所の協力のもと始めさせていただきました。

それでは、今３人の方からいろいろご発言をいただきまして、その中で植物防疫所のほ

うから補足説明などをいただきたいと思います。まず、阪村室長、よろしくお願いします。

【阪村室長】 植物検疫当局の責任ある者として、ちょっとたくさん宿題をいただきま

して、ありがとうございます。ある意味個別に、ある意味総合的に答えさせていただきま

す。

まず、大岩様のほうから、検疫の対象とならない病気、虫が増えたとおっしゃいました、

このご指摘でございます。いみじくも規制緩和という視点でとらえられていると認識して

おりますけれども、私の発表の中で最後にちょっと申し上げましたように、国際的な植物

検疫というのは条約のもとで行われておりまして、国際基準というものがございます。そ
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れによりますと、植物検疫は確かに病害虫の国際間の移動を制限するものであり阻止する

ものである。一方で、これだけ世界貿易が盛んになりますと、動物の検疫もそうですし、

植物の検疫も、厚生労働省さんの食品検疫も同じですけれども、どうしてもこれは貿易を

制限するものなんですよね。一時貿易をとめたり、禁止したり、送り返したりと。我々は

常にそのようなはざまで働かせていただいていると認識しています。

じゃ、国際基準の上で虫が見つかっても措置しない、消毒しないのはどう理解するかと

いいますと、やはりそのリスクですね。日本に入った場合、どのぐらいのリスクがあるの

か、それを評価した上で措置をとるとらないを決めなさいということになっております。

もっと言わせていただきますと、やはり世界のどこにでもいるような虫、貯穀害虫です

とか、昔よく米にコクゾウとかが入っていましたよね。あの手のものについては、我々植

物検疫では今取り締まっておりません。けれども、ある意味、これだけ食品産業さんが発

達されますと、それぞれのお立場で品質管理をしていただくということも大事だという認

識でおります。国際基準の上からは貿易をなるべく阻害しないで、しかも危ないものをそ

れぞれの国で入れさせない、そういうことを心がけておりまして、いわばリスクに応じた

検疫の１つというご説明になると思います。

片や、本多さんのほうからは、とはいっても未発生の病害虫が入っているじゃないかと

いう非常にきついご指摘でございます、正直申しまして。トマトの黄化葉巻病とエンドウ

萎ちょう病、これはまさに私どもでも数年前から植物検疫と防疫の当局として、問題にな

っておりました。これは一端入ってしまったものをどうするかということで、各県の病害

虫防除所というところがございまして、そちらのほうと協力をさせていただきながら、私

どもに今できることといえば、この病気はこういう性格のものです、こういう広まり方を

します、この虫はこういうことで防除できますというような情報提供をさせていただく。

これは国内におりませんからなかなか研究者の方々にもご存じない部分がありますので、

せめてそういう情報提供をさせていただく。また、海外から情報を集めまして提供させて

いただく。これがいよいよ重大な被害を及ぼしているということになれば、先ほど申しま

したような緊急の防除ですとか、そのようなことにもご協力をさせていただいて、都道府

県の協力のもとにやらせていただいているというご説明になると思います。

最後に、平松様のほうから、切り花をごらんになったと思うんですけど、ふるい落とし
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で十分かというご指摘でございまして、これも遅れているといえば遅れている。例えば、

皆さん、別の機会に検疫所をごらんになれば、ガスクロマトグラフィーで分析しています

よね。あれに比べれば原始的と言われればそうなんですけれども、ただ、私も国際会議に

よく出ますけれども、世界中の植物防疫官が直面している問題でして、これ、例えばミキ

サーにかけて分析しても、虫がいるとか病気がいるとか、これは絶対わかりません。今の

科学では、残念ながら、目で見つける、もしくは切片をつくって顕微鏡で見るとか。唯一

それらしいものといえば、ある病気については遺伝子の解析ができますので、そういうも

のについては、新しい技術の導入も行っているというお答えになると思います。

ちょっとどさくさ紛れに自己宣伝してあれですけれども、結局、よそからの虫を入れな

いということは国内で新たに防除する機会を防ぐということですから、結局は環境なり人

体への化学品の負荷、こういうものを減らす役目を担っている。そういう意味では、この

２つの病気については私どもの力の及ばなかったことで、今後、検査手法の開発とかそう

いうことについても努力をしてまいる所存でございます。

以上です。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございました。

今の農林水産省の説明で、大岩様、本多様、あと、平松様、よろしいですか。もっとと

いうお言葉があればお受けいたしますが。

では、私のほうから。現場見学のときに質問されていた方がいらっしゃったんですが、

植物防疫官の方は、何か特別な免許が要るんですか、これだけ小さな虫を見つけられる方、

すばらしいですねというようなご質問があったんですが、職員の方の説明をしていただけ

るとありがたいんですが。

【馬庭支所長】 私のほうから説明させていただきます。

植物防疫官は一定の経験を持って、植物防疫官試験というのを受けます。私どもでも今

年１名が受験しまして、先般、その合格の通知書をいただきまして大変喜んでおるところ

です。一番長い経験年数で４年間の検査実務を踏みまして、その後、植物防疫官試験が農

林水産省のほうで行われ、その試験を通過した者のみが植物防疫官証をもらいます。植物

防疫官は強い権限をもって仕事をすることになりますので、同時にいろんな制約もありま

すが、責任感を持って行う仕事となります。
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以上です。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございました。

あと、ぜひ植物防疫所のお立場から、日ごろこの業務を行っている上で非常に苦労して

いること、一般の方にぜひお願いしたいことなどがありましたら、この機会によろしくお

願いいたします。

【馬庭支所長】 今、コーディネーターの方からちょっと時間をいただきました。私ど

も、先ほど検査はほんとうに大丈夫かなと言われてましたが、その辺については阪村室長

が十分説明をされてきたところです。我々もどうやったらその検査品にダメージを与えず

に、かつ速やかにかつ確実に検査ができるように普段からトレーニングをやっています。

また、１人の場合では難しいと思われる検査は、やっぱり２人、場合によっては３人とい

うようなことで、できるだけダブルとかトリプルでチェックできるような体制をとってお

ります。ただ、人員増がなかなかできないこともありますので、それこそ工夫をしながら

やっております。そういうことで見逃すことがないように万全の体制をとっていくと同時

に、研修の機会も随分ございますので、そういう機会にしっかり受けさせていく。それか

ら、自らもいろんな資料を集めたり、それと検査の情報が逐次各植物防疫所のほうから流

れてきます。例えばこういう植物でこういうものが今見つかっているよ、今年は多いよ、

とかの情報がありますので、逐次植物防疫官がチェックできるような体制になっておりま

す。そういうのも参考にし、ポイントを絞りながら検査しているのが現状でございます。

また、空港というのは説明しましたように、迅速さと、それこそ畑にそのまますぐ行くも

のが多いというようなことがございますので、それについているものが非常に大きな影響

を与えるということを十分認識しながら、検査しているのが現状ではないかなと思います。

もう一つは、空港の説明にありましたが、２４時間働いている場所であるということで、

特別な勤務体制を組んでいます。若い職員やそこそこ年をとった職員とかいろいろいます

けど、交代制勤務なのでなかなか職員相互間の意思疎通が難しいこともございます。円滑

に業務を進めるために、職員の健康安全とかにも注意しながら、やっているところが現状

でございます。あと、携帯品の中でご説明しました輸入禁止品は、せっかく海外へ行って、

珍しい果物がおいしかったからということでお持ちになったものが、輸入禁止であったの

で処分させていただくことになるので、植物防疫官も大変やりたくない仕事です。事情を
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お聞きしたら、いや、そういうことは知らなかったよということで、おしかりを受ける場

合も多いので、我々もできる限り広報する機会も増やすように努力しております。植物検

疫という仕事をここにご出席いただいた方々にも理解いただき、また、機会がございまし

たら植物検疫を紹介いただいたり、植物防疫所に行ってみたらというようなことも声をか

けていただければ、我々も真摯に対応していきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございました。ぜひ海外旅行にお出かけの際には、で

きる限り持って帰らない、あと、お持ちになったときには植物防疫のカウンターに立ち寄

っていただくということをお願いしたいと思います。

それから、このあたりで会場にいらっしゃる方とも意見交換を行いたいと思います。ご

発言される方は挙手をお願いします。係の者がマイクをお持ちしますので、ご発言に先立

ちまして、できればお名前と所属などをよろしくお願いいたします。

【発言者Ａ】 今日はどうもありがとうございました。

大岩さんから、虫ありでも合格が増えてきたという話があったんですけれども、いつご

ろからというご記憶があるかどうかというのが１つと、それから、本多さんから農薬取締

法のお話があって、今日私も消毒のところで初めて知ったんですけれども、臭化メチルと

いう、国内の農家はたしか使えないものが検疫のところで、そこで消毒すれば輸入できる

ということを知ったんですけれども、国内の農家が使えないものが結局外国では結果とし

て使って日本に入ってくるというのは、農家としてフェアと感じられるのかどうかという、

その２つを教えていただきたいと思います。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。

まず、大岩様のほうから、いつごろからかご記憶があればと。

【大岩氏】 私、この仕事に携わって３５年ぐらいしているんですけど、先ほど出たよ

うに、日本にいるコクゾウ、この取り扱いが重要害虫という取り扱いが以前ありました。

だから、くん蒸する方法も薬品をたくさん入れて殺さなきゃいけないというような状況の

中で、私の記憶では、徐々にいろいろ来ていますから、だけど、１５年ぐらいたつんです

かね。１５年以上はたっておるような気がするんですけど、そこら辺……。

【阪村室長】 ちょっと法律的な面で補足させていただきますと、平成７年から非検疫
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病害虫の概念、リスクに応じた検疫を導入いたしましたので、ほぼご記憶が正しいかと思

います。十数年前からでございます。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。

それでは、本多様、臭化メチルについて、国内の生産者のお立場としてどう思うかとい

うことについてお願いします。

【本多氏】 輸入検疫でひっかかるとくん蒸という処理でそういった薬剤が使われると

いうことは知っているのですが、日本の農業、農産物においてポストハーベストが使われ

るケースってほとんどないんですね。大体認められていないんです。農薬取締法で規制さ

れている分野ではないと思うんですね。だから、こんなのおかしいじゃんという話はあり

ます。輸入農産物にはそういったものもついて回っているということをやっぱり皆さんが

知ってもらうべきじゃないかなと思っています。

【阪村室長】 臭化メチルの規制につきましては、ご指摘のとおり、モントリオール議

定書締約国会議という国際的な条約がございまして、ご発言のように、臭化メチルを含み

ます。あと、フロンとかハロンとか、冷蔵庫の冷媒ですね。ああいうものを規制されてお

ります。これが空の上にオゾン層というのがあって、それが紫外線のフィルターの役目を

果たしておるんですけど、オゾン層を破壊する物質であるということで規制がされている

ものです。

【発言者Ａ】 ストックホルム条約で環境的な観点からも規制されていますよね。

【阪村室長】 はい、まさに環境の面でございます。それで、何でそうしたら我々検疫

が使えるのかということですけれども、そのフロンとかハロンとかにつきましては既に規

制されておりますし、各国が国内で使う農薬、臭化メチルにつきましても、土壌のくん蒸

ですとか、そういうものが既にいつまでに終わるという枠組みが決まっております。ただ、

植物検疫につきましては、まさにおっしゃいましたように、ポストハーベストでこれだけ

大量のものを使うということで、ほかの方法がなかなかないんです。もし臭化メチルくん

蒸をしなければいけないような荷物が来ますと輸入を止めざるを得ないということで、世

界的な枠組みの中で植物検疫については当面規制から除外するという規則になっておりま

すというのが１つ。もう一つ、今年の４月にさっき言いました国際植物防疫条約の総会が

ございました。その折に、とはいっても、やはり環境によくないものではあるので、各国
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で規制の努力をしましょうという決議がなされております。ですから、今後、各国ができ

る範囲において徐々に規制していくべきものというご理解をいただければ幸いでございま

す。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。よろしいでしょうか。

【発言者Ｂ】 環境カウンセラーをしております。お願いいたします。

日本の農業を海外からの病害虫から守るということで防疫されておるわけですけれども、

そういう虫や細菌類が入ってこなければ、国内の生態系を守るということについて非常に

役立っていると思いますね。生態系を守るということ、生物多様性を保全していくために

も非常に重要なことなんですが、現在、発見してシャットアウトするというのは害のある

ものについてだけされているんですね。これがもともとの目的ですから、この防疫の。と

ころが、今申したように、生物多様性を保全していくというのは、今年の５月にも生物多

様性基本法が成立したように、非常に大事なことだと思います。海外から日本の生態系を

破壊するような生物が入ってくるというのを防ぐのは、やはり一番のところは植物防疫所

の役割が大きいと思いますし、そのほかのところではなかなか難しいと思うんですね。現

在の職務ではないんですけれども、将来的にそちらのほうの検疫といいますか、水際で防

止するということも進んでいくんでしょうか。ちょっと見通しになりますけれども、もし

よろしかったらお答えいただければと思います。

【鈴木補佐】 いわゆる外来動植物の規制を植物防疫所が担えるか、このことが進むか

どうかというご質問なんですがよろしいでしょうか。

【阪村室長】 ありがとうございます。制度なり法律の趣旨については既にご理解いた

だいているものという前提で話をさせていただきます。

言いましたように、農業に対する病気、害虫、林業に対する病気、害虫が植物防疫法の

侵入防止というのが目的でございます。ただし、生物多様性につきましては環境省さんが

所掌されておりまして、こういうものを日本に入れないというようなことをいろいろ研究

者、学者のご意見などをお聞きして規制をされているものと思いますが、まさにおっしゃ

ったように、環境省さんは港に手足がないんですよ。輸入されてくるものをどうやって取

り締まるかという手足がございませんので、既に植物防疫所ではその一端を担わされてい

るんです。担わされているというと怒られるんですけど、担わせていただいております。
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特に空港でございますので馬庭のほうもその面で苦労しておりますけれども、ただ、見つ

けた場合でもうちが取り締まるんじゃなくて、それは税関さんなり環境省さんに見つかり

ましたよと、こういうものがありますよという通知をしている。植物についてはそういう

こと、動物については動物検疫所さんのほうで同じようにやっているというような現状で

ございます。

先ほど申しました国際植物防疫条約の枠でも、生物多様性ですとか環境への影響は条文

には含まれております。ただ、どの法律においてどの役所がやるかというのは各国の判断

でございますので、当面は環境省さんとお話をしながら、お手伝いできるところはしてと

いうことになると思います。答えにはなりませんけれども、そのような現状でございます。

【鈴木補佐】 そのほかにどなたかいらっしゃいますか。

【発言者Ｃ】 観光系の大学において客員研究員をしております。

一応、私、観光の専門家ですので、やっぱり携帯の輸入ということに関してお願いと、

それから、質問をさせていただきたいと思います。先ほどもお話がありました旅行者が旅

行に行った先で植物等を入手して、そのまま持ち込むということについて、確かに旅行し

ている人たちの意識がほとんどないということは私としても深刻にとらえております。こ

れは単に植物防疫のことだけに限らず、出入国管理とかそっちのほうでも、法すれすれで

やっていくというようなことがインターネットで随分情報が流れているような状態で、そ

のような状態を何とかしてとめなきゃいけないというのがやっぱり我々プロの仕事だと思

うんですね。そのあたりでＰＲをしていくに当たりまして、旅行会社ですとか、それから、

あと、航空会社とか、そのあたりとの連携をどのようにとらえていくか、そして、どのよ

うに強化していくかということについてお考えをいただければありがたいと思います。

【鈴木補佐】 どうもありがとうございます。

それでは、馬庭支所長、よろしいでしょうか。

【馬庭支所長】 どうもありがとうございます。

先ほど、輸入禁止品について我々も広報の努力をさせていただいていると説明したとこ

ろなんですが、別にアンケート調査を行いまして、問題点の分析行いました。輸入禁止品

の説明でどんな国からどんな禁止品が多いとかなり詳細にお知らせしたのは、そういう基

礎資料があってお知らせしたところなんですけど、結局、我々がもっと効果的にお知らせ
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しておけば、禁止品をお持ちになった残念な方々が少なくなることを期待したものですが、

その効果が出ているし、全国的にも各空港が同様な広報を行っています。

また、問い合わせていただいた場合、それは輸入が禁止されていますとお知らせすると、

それではどんなものが輸入できますかと言われることがあり、我々はそのときに言葉に詰

まることがございました。

最近、私どももホームページを利用して積極的に情報発信しているんですが、禁止され

ているものについては、植物と国のほか禁止理由まで細かく説明していたんですが、輸入

が可能なものというのは載せていませんでした。やはりそのニーズがあるということで、

こういう国からはこういうものは検査すれば輸入できますよとか、そういう情報も積極的

に出すようにしており、ホームページに出しているのが比較的わかりやすく表現している

んじゃないかなと思いますので、ひとつよろしくお願いします。もちろん私どもでは、お

問い合わせがあったときにきちんと丁寧にお答えする、これが基本だと考えていますけど、

そういうものも利用できるということでございます。

それから、ご指摘があったように、旅行会社や航空会社さんにも大変協力いただいてお

ります。それから、ツアーの事前の説明会で、私どもが作成していますリーフレットを利

用してもらうというようなこともやっています。あと、旅券の発給所でお配りをお願いす

るということを全国的にやっております。いろんなことをやっておりますけど、今後より

細やかな対応があっていいのかなと考えています。中部空港として今どういう禁止品が多

いのかなどを分析した上で旅行者の方々に役立つ資料をつくってゆくことです。また、例

えばこのツアーではこことここと行くんだけどと相談があれば、その計画に沿った注意事

項などがお答えできるようになればいいなと思っております。あらかじめご相談があれば

そういうことも考えたいと思いますので、ぜひ利用される方々がもっと積極的に我々を利

用していただき、禁止品が減ってくればと思いますので、よろしくお願いします。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。

【阪村室長】 済みません、お時間がないのに１点だけ補足させていただきますと、近

年、沖縄ですとか韓国に修学旅行に行く学校が多いもので、教育委員会さんのほうにもお

願いしている事例はございます。パンフレットなどをご案内してございます。

以上です。
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【鈴木補佐】 反対に、こんな広報をしたらもっと知ってもらえるよというようなアイ

デアなどをいただけたら非常にありがたいので、ぜひよろしくお願いいたします。

【発言者Ｃ】 私としてもウエブサイトを持っていますので、そこに植物防疫について

のリンクを張らせていただきますので、そういう形で協力をさせていただきたいと思いま

す。ありがとうございました。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。

【発言者Ｄ】 今日はありがとうございました。

私の勤務先は食品会社でして、食品会社の原料関係の仕事に１０年以上携わっています。

昔、小学生ぐらいのときに名古屋港の見学の説明の一環で、たしか、平松さんも言われた

ような、原始的な検査と申されましたが、あの程度のことをほんとうにそういう話でやっ

ていますという話がありました。今日ほとんど変わらないように、そのころに比べたら非

常に種類も量も多く、植物防疫官の人がたった１,０００に満たないということに私は非常

に驚いていますけれども、それなのにうまくいっているということで、何か秘訣なり、技

術なり、いろんな進歩があると思うんです。そういうことがあれば教えていただきたいの

が１つ。あとは意見になってしまうんですけれども、その中の１つの要因にはきっと経験

だとか蓄積があると思うんですね。私、今、全国で栽培部門も携わっているんですけれど

も、国外ではなく国内のほうで流通経路が非常に発達していまして、また、温暖化の余波

もあって、最近、ほんとうに病害虫が非常に広がっていて困っています。局地的な害虫の

ほうがまた違うところにどんどん伝播していって、企業努力だけではできないんですけれ

ども、ぜひそういう知識を分けていただきたい。もう一つ、今日来ていらっしゃっている

方の中で消費者じゃない方は１人もいないと思うんですけれども、私がそういう仕事に携

わっていて思うのは、消費者の方の誤解がかなり多いなと思います。病気も嫌、虫も嫌、

農薬も嫌、値段が高いのも嫌、これではほんとうに農家としても企業としても成り立って

いかないので、さっき、はざまと言われたことがすごく私はひっかかっていまして、ほん

とうに少しでも勉強すればわかることってあると思いますので、ぜひ消費者の方も悪いと

ころだけ人のことを言うのではなくて、今回のような、こういうような勉強をする機会が

あったらどんどん勉強していただいて、いろいろ勉強していただくとみんな全体的によく

なっていくんじゃないかなと思いました。
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【鈴木補佐】 どうもありがとうございます。

それでは、何十年前から全然検査風景が変わっていないということについて、虫を見逃

さない秘訣をお願いします。

【馬庭支所長】 私のほうからお答えさせていただきます。

私のほうで前半にもちょっと説明しましたように、非常にいろんな国から来ますし、そ

れから、多種多様なものが来ます。それと、虫とか病気というのは、時期によって、年に

よって非常に出方や発生程度も違います。そういうものを臨機応変に頭の中へたたき込み

ながらやってくれるのは、やはりベテランの植物防疫官に頼らざるを得ないのではないか

と思います。そういう意味では、最良のシステムであって、改善の余地は幾らでもあると

思いますけど、最後はやっぱり植物防疫官の経験が一番生きる部分ではないかと思います。

まず病気と思われる痕跡を見つけ出す、病気の可能性を絞り込む、そういうことを検査

の現場でやって、今日見られたとおり、精密検査室や実験室と何段階かの検査の確認をす

るシステムを持っております。その道の専門家に最終的に確認してもらうネットワークも

持っているなどが、私どもの強みではないかということです。

例えば機械を使ったシステムであれば、その都度設定を変えるため、膨大な資料を入力

しながら利用することになると思われますが、それをもってどれだけのことが瞬時に判定

できるかと思うんですよね。人間がそれを請け負うということは、阪村室長も言いました

けど、一番すぐれたシステムで、それ以上のものはないと自負しています。ただ、変わっ

てきているのは、病気や害虫を見つけた後、素早く確実に特定できるかということが、大

きく進歩しておりますので、我々もそれに一生懸命ついていかなければならないし、新し

いものをどんどん吸収してゆかなければならないと思っています。現場の植物検疫官もそ

のことを意識しつつ、また仕事をしてくれていると思っていますし、これが最良のシステ

ムとも思っていますが、それが植物防疫官の経験でございます。例えば、私はここへ来る

前に北陸のほうにいましたが、木材がたくさん入ってきます。木材を見たら、検査しなく

てもあれには虫がいるとかいないとか、大体１００％近くわかる。一般の人はちょっと信

じられないというようなことです。それと、虫を顕微鏡で見なくても、絶対に微細な部分

を見なければならないようなものでも、名前が出てくるというような、目があまり良くな

いのですが、イメージがでてくるのですね。人間にはそういう信じられない能力もありま
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すし、臨機応変に対応できるということ。それが私は大きな特徴ではないかなと思います

し、それをまた大事にしたい。私は現場の植物検疫官には、検査が一番大事なので、これ

は何かおかしいとか、そういうことをきちんととらえることが原点だと話しておりますし、

そのようにやってくれていると思っております。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。

あと、今の発言者Ｄの方からお願いがあったんですが、ぜひ病害虫の知識とか情報提供

をお願いしたいというようなご要望がありましたが、そういった何か情報提供などという

のは植物防疫……。

【発言者Ｄ】 さっき実は害虫の冊子をいただきまして、あわせて今後の協力もお願い

したところです。

【馬庭支所長】 我々も専門家がいますので、ご相談いただければできる範囲でやらせ

ていただきます。専門分野がいろいろあり、得手不得手もございますので、なかなかご要

望に応じ切れない部分もあると思いますけど、我々もできる範囲で、また、地域の方々に

も利用していただくのが基本だと思いますので、やらせていただきます。

【鈴木補佐】 その他にありませんか。だんだん時間も終わり間際になりましたので、

その他の方で何かぜひこれだけは言っておきたいという方がいらっしゃいましたらどうぞ。

【発言者Ｅ】 食品関係会社に勤めております。

今、質問された方の関連になるのかもしれないんですが、検査のあり方なんですけれど

も、先ほど本多様のほうからも新しいものが実際には入っていますよみたいな話もありま

したが、そういうときに、例えばこういう検査のときにサンプル試料をとるときというの

は当然ながら全量ではないので、サンプリングのあり方のところで問題があるのか、ない

のかとか、そういう見直しをされるようなことがあるのかどうか。それから、レジュメの

最後のまとめの中で最新技術に立脚した検疫というのを書かれておられるんですけれども、

実際問題、こういう新しい手法が入ってきていて、こう変わってきていますとか、そうい

う検疫方法の新しい側面というのを教えていただければありがたいなと思うんですが。

【鈴木補佐】 ありがとうございます。

それでは、阪村室長、サンプリングのあり方など、何か方法を変えたりすることがある

のかについてお願いします。
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【阪村室長】 ありがとうございます。

まず、サンプリングなんですけれども、これはやはり生物統計に基づいて、このぐらい

の荷口であればこのぐらいということではじき出しております。抽出につきましては、検

査場がありまして、その向こうに倉庫がありましたよね。あそこまで私どもの植物防疫官

が出かけていきまして抽出を、ランダムサンプリング、無作為抽出、これを基本にやって

おります。

あと、そのサンプリングが正しいかどうかというのは、常時チェックできるような体制

をとっております。

それと、あと、技術開発でございますけれども、やはり虫につきましてはなかなか難し

いものがございまして、アメリカへ行ったときに果物の中にガの幼虫がいるかどうか。検

査するため聴力検査で無音室に入りますよね。ああいうところに果物を入れて、かじって

いる音がわかるかどうか研究していましたけど、これは役に立ちますかというと、だめで

した。というような難しい現状がございまして、ちょっと馬庭のほうから申し上げました

けれども、経験ですとか、どのような部位にいるとか、この果物はどういう虫がついてい

るとか、そのようなことを経験に基づいて、なおかつ経験だけじゃなくて、常に新人が入

りますので新たな目でやっていくしかないと思います。

技術開発といたしましては、卑近な例としましては、皆さん、ＰＣＲってご存じですか。

よく微生物なり遺伝子の解析に、私もよく知らないんですけど、使っている方法で、ウイ

ルスがありまして、塩基がありますよね。生物で４種類の塩基で遺伝子が成り立っておる

んですけれども、正確には５種類ですかね。合っています？ それの組み合わせの仕方を

分析する機械なんですよ。そういうもので分析しますと、これはこういう病原菌と同じよ

うなものがあるから多分これであろうということが１つ、そういうようなものも徐々に導

入してございます。ただ、ただの微生物ですと遺伝子を比べれば済むんですけれども、病

原性を持つか持たないか。つまり、同じ遺伝子を持っているものでも病原菌とそうでない

ものがありまして、そういうものになりますと、ちょっと病理の部屋でごらんになったよ

うに、接種して病気が出るかどうか、まさにどなたかがまた原始的とおっしゃるかもしれ

ませんけど、そういう方法しかないのが植物病理の現状でもございます。そういう中で、

なるべく限られた予算と人員の中で努力させていただいておるということでございます。
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【鈴木補佐】 その他、どなたかいらっしゃいますか。

それでは、そろそろお時間も終了時間になりました。

本日は、現場見学から意見交換の今の時間までほんとうにおつき合いいただきましてあ

りがとうございます。たくさんエールをいただいて、これからも植物防疫、水際で、国内

でも頑張るようにということでやっていきたいと思いますし、少しでも皆様に知っていた

だくために今日のような機会を設けたいと思います。

活発にご発言いただきましたが、時間も迫っておりますので、あとは司会役のほうにバ

トンタッチします。

【司会（横地）】 ありがとうございました。

それでは、いろいろ活発なご意見をいただきましてありがとうございました。

以上をもちまして、「見て！聞いて！！植物防疫～海外の病害虫から日本の農業を守る

～」を閉会したいと思います。

本日の内容をご家庭や周りの皆様にもご紹介いただければ大変私どももうれしく思いま

す。

なお、今日お帰りの際にアンケートを回収させていただければと存じますので、ご協力

いただきますようよろしくお願いいたします。

それから、本日朝方、各班の名札をお配りさせていただいております。ぜひ外側のケー

スだけは置いていっていただければと思います。中のシールの張っている分は持ち帰って

いただいても結構です。よろしくお願いいたします。

それから、午後２時半から、こちら、子供体験が、本日ございますので、それにお申し

込みいただいている方は、恐れ入りますけれども、本空港のアクセスプラザにて受け付け

いたしますので、そちらの方にお越しいただけますようお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。

── 了 ──


