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Ⅰ.  植物検疫とは？Ⅰ.  植物検疫とは？

２

植物検疫って何をしているの？植物検疫って何をしているの？

互いの国の農業を有害な病害虫から守る

何のため？何のため？

未発生病害虫の国内への侵入・まん延防止

輸出入植物の検査や植物の国内移動規制

（貨物、携帯品、郵便物の検査など）

何をするの？何をするの？

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

我が国の農業にとって有害な病害虫が発見されれば、
消毒や廃棄を行ったり、持ち出しを禁じたりする

３

法的根拠は・・・
「植物防疫法」
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1840年代
アイルランドでアメリカから
侵入したジャガイモ疫病

1870年代
ヨーロッパでアメリカから
侵入したフィロキセラ(ブド

農業にとって有害な病害虫が侵入すると・・・（海外）農業にとって有害な病害虫が侵入すると・・・（海外）

侵入したジャガイモ疫病
が大発生

ジャガイモ畑に壊滅的被害

侵入したフィロキセラ(ブド
ウネアブラムシ）が大発生

ぶどう畑がほぼ全滅

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

100万人以上が餓死
200万人以上が国外へ移住

４

沖縄県等にウリミバエ、
ミカンコミバエが侵入

ウリミバエ

農業にとって有害な病害虫が侵入すると・・・（我が国）農業にとって有害な病害虫が侵入すると・・・（我が国）

カンキツ、キュウリ、メロン、
ウリ等に大被害が発生

根絶までの期間 ２５年

ミカンコミバエ

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

５

NHKの番組「プロジェクトX」で、
沖縄の「ウリミバエ根絶事業」が取り上げられました。

だから植物検疫が重要！



4

Ⅱ.  植物検疫制度とは？Ⅱ.  植物検疫制度とは？

６

国際検疫 輸入検疫

輸入の禁止

植物検疫のしくみ植物検疫のしくみ

植物検疫

・ 輸入の禁止
・ 輸入の制限
・ 輸入される植物の検査

・ 輸出される植物の検査

輸出検疫

国内検疫

・ 国内植物の移動規制
・ 侵入警戒調査
・ 緊急防除
・ 国内の種苗検疫

７
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全国に68か所全国に68か所

植物検疫を行う機関～植物防疫所～植物検疫を行う機関～植物防疫所～

全国に68か所全国に68か所

：本所 5 所

：支所 15 所

：出張所 48 所横浜
神戸

門司

主要な港・空港に配置

植物防疫官881名

（平成21年4月現在）

：出張所 48 所横浜
名古屋

門司

那覇

８

輸入禁止品

果物、野菜、花など

輸入検疫のあらまし輸入検疫のあらまし

輸入検査不要輸入検査必要

未発生で、農業への
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

病害虫そのもの

病害虫の検査

輸入禁止品

合格

輸入検査不要輸入検査必要

不合格

• 高度加工品

（例）製茶、マンゴウ乾果、
小売り容器入り乾燥香辛

病害虫の付着の

危険性がないもの

９

病害虫そのもの

土

土の付着する植物

廃棄又は返送

合格

消毒

輸入可能

不合格 小売り容器入り乾燥香辛
料など
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相手国が求める条件に従って実施

輸出検疫のあらまし輸出検疫のあらまし

輸出検疫不要輸入禁止 輸出検疫実施

不合格 合格

輸 出 可 能輸 出 不 可

不合格 合格

１０

特定の病害虫が発生している植物の移動を禁止または制限

国内検疫のあらまし国内検疫のあらまし

国内移動規制国内移動規制

日本に未発生で農業への被害が大きい病害虫の侵入を
早期に発見するために、港湾、空港や生産地において実施

侵入警戒調査侵入警戒調査

万が一、日本に未発生で農業への被害が大きい病害虫が

緊急防除緊急防除

繁殖用のジャガイモ、カンキツ、リンゴ、モモ、ブドウなどに
ついて、ウイルス病などを対象に実施

国内の種苗検疫国内の種苗検疫

１１

万が 、日本に未発生で農業 の被害が大き 病害虫が
侵入した場合、根絶を目指して実施
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侵入警戒調査侵入警戒調査

トラップ調査 巡回調査

全国の港湾、空港、生産地で実施し、
病害虫の早期発見に努めています。

調査対象病害虫（例）調査対象病害虫（例）

１２

・カンキツグリーニング病
・火傷病
・スイカ果実汚斑細菌病

・チチュウカイミバエ
・ウリミバエ
・ミカンコミバエ種群
・アリモドキゾウムシ

我が国未発生の重要病害虫が侵入したら・・・

植物の移動禁止、廃棄とともに、
迅速かつ徹底した防除を実施して

緊急防除緊急防除

現在実施中の緊急防除の対象現在実施中の緊急防除の対象

迅速かつ徹底した防除を実施して、

早期の病害虫根絶・ぼく滅、他地域へのまん延防止を
図ります。

鹿児島県喜界島に発生している

１３

鹿児島県喜界島に発生している
カンキツグリーニング病（平成19年4月より）

鹿児島県に発生している
イモゾウムシ、アリモドキゾウムシ（平成21年8月より）
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Ⅲ.  国際化への対応Ⅲ.  国際化への対応

１４

国際植物防疫条約と国際基準国際植物防疫条約と国際基準

植物検疫実施のための国際ルール植物検疫実施のための国際ルール

国際植物防疫条約

植物や植物生産物の病害虫の国際間の移動を防止し、病害
虫防除のための適切な措置をとるための手続きに関する国際
的な取り決め。

各国が、条約に基づく適正な検疫措置を適用するためのガイ

国際植物検疫措置に関する国際基準

ドライン（現在３２）。

No.2 病害虫危険度解析の枠組み
No.5 植物検疫用語集
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

国際基準の例国際基準の例

１５
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１ 農業生産に重大な影響を及ぼす可能性があって、

植物検疫の対象とできる病害虫植物検疫の対象とできる病害虫

植物検疫のための国際ルール植物検疫実施のための国際ルール植物検疫実施のための国際ルール

１．農業生産に重大な影響を及ぼす可能性があって、

① その国に存在しない病害虫

② その国の一部にだけ存在している病害虫で、国に
よる強制的な防除が行われているもの

日本では、アリモドキゾウムシ、カンキツ
グリ ニング病菌などが該当

２．上記１以外の病害虫で、種子、苗などの栽培用植物に
付着する病害虫であって、国内で一定レベル以上の
防除を実施しているもの

１６

グリーニング病菌などが該当

植物検疫のための国際ルール

WTO・SPS協定における基本ルールWTO・SPS協定における基本ルール

植物検疫実施のための国際ルール植物検疫実施のための国際ルール

WTO：世界貿易機関、SPS協定：衛生植物検疫措置の適用に関する協定

植物検疫のための措置は、

① 科学的な根拠に基づいていなければならない

② 国際的な基準がある場合、それに基づいたものと
しなければならない

③ 植物を病害虫から保護するために、必要な範囲で
適用するべきである

１７

適用するべきである

不当な措置はＷＴＯへ訴えられるおそれ
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植物検疫の抱える課題植物検疫の抱える課題

輸入農産物の数量・種類の増加や多様化、流通の発達による鮮度
保持の向上により 病害虫の侵入の可能性が増大

１．輸入植物検疫の一層の強化・重点化１．輸入植物検疫の一層の強化・重点化

保持の向上により、病害虫の侵入の可能性が増大

平成７年 平成１７年

検査件数 ５７万 ８０万

検査品目 ７千 ８千４百

輸出国・地域数 １２２ １７９

２ 植物検疫の国際ルールとの調和２ 植物検疫の国際ルールとの調和

増大する侵入の可能性
に応じた検疫の強化・
重点化が必要

２．植物検疫の国際ル ルとの調和２．植物検疫の国際ル ルとの調和

「植物検疫の措置が必要以上に貿易を阻害してはならない」という
原則にも留意

検疫対象病害虫を明確にし、より適切な検疫措置を実施する必要

１８

ご清聴ありがとうございました。

消費・安全局 植物防疫課


