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司会 本日は、「見て！聞いて！！植物検疫～海外の病害虫から日本の農業を守る仕事～」

にお集まりいただきましてありがとうございます。私、本日進行役を務めさせてい

ただきます、農林水産省の消費・安全局の消費者情報官という部署の藤岡と申しま

す。本日はよろしくお願いいたします。これまで皆様には、空港で現場をご覧にな

っていただいたわけですが、これからのスケジュールをあらかじめお話させていた

だきたいと思います。これから改めて植物検疫とは何かということについて、こち

らの前に座っております２名から、30分ほどご説明をさせていただきたいと思いま
す。その後、質疑応答ということで 30分。大体時間にしまして 12時 40分とか 45
分ぐらいまでをメドに終了したいと思っておりますので、ご協力をよろしくお願い

いたします。では、早速ですが始めさせていただきたいと思います。まず最初に、

「植物検疫について」ということで、農林水産省消費・安全局植物防疫課の阪村検

疫対策室長からお話いただきたいと思います。 
阪村 ご紹介いただきました、農林水産省の消費・安全局植物防疫課で検疫対策室長をし

ております阪村でございます。本日はご参加いただきまして大変ありがとうござい

ます。これから少々お時間をちょうだいいたしまして、植物検疫とは何かについて

ご案内をさせていただきたいと思います。先ほど皆さん、福岡空港で輸入の検疫を

ご覧になったと思いますけれども、私どもそれ以外にもいろいろほかの仕事もやっ

ておりまして、そういうものも含めてのご案内になります。 
【資料１：スライド１】まず進め方でございますけれども、本日は大きく分けまし

て３点についてご説明をいたします。一つは、植物検疫とは何か。それから、植物

検疫の制度について少しお話をさせていただいたあとで、最近の話題として国際化

への対応ということを考えております。 
【スライド２～３】植物検疫とは何かという１点目でございますけれども、今日現

場でもご説明をいたしましたけれども、その目的は何か、そのために何をしている

かということでございます。ちょっとごちゃごちゃしたパワーポイントで恐縮でご

ざいますけれども、まずここにございますように植物検疫というのは、それぞれの

国において自分の国の農業生産を守るために、有害な病害虫が侵入することを防ぐ

ために行っている制度でございます。そのためには、それぞれの国において、輸出

入される植物の検査、それから国内の一部に病害虫が発生している場合には、植物

の移動規制などをします。対象は、貨物、お持ちになる携行品（携帯品）、郵便物、

すべて、植物であれば検査を行います。もう一つとしては、農業にとって有害な病

害虫が発見された場合には消毒をしたり、廃棄をしたり、それから国内移動の場合

ですとその持ち出し自体が禁止されていたりします。 
【スライド４】ちょっと歴史の話を紹介させていただきますと、ご存じの方もいら

っしゃると思います。1840年代の話ですけど、ヨーロッパのアイルランドの例でご
ざいます。イギリスのちょっと隣のほうですね。アイルランドが、アメリカからジ

ャガイモを輸入しましたところ、ジャガイモとってかなり大きな被害をもたらす病

気であるじゃがいも疫病がヨーロッパ全体に広まりまして、壊滅的な被害が出まし
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た。ジャガイモ飢饉と呼ばれるもので、100 万人以上が餓死し、200 万人以上が海
外に移住せざるを得なかったというような記録が残っております。 
もう一つは 1870 年代に、ヨーロッパでアメリカから輸入したブドウに付いてい

たフィロキセラ（ブドウの根に付くアブラムシの一種）が大発生しまして、ブドウ

畑がほぼ壊滅し、ワインの生産に大打撃があったとのことです。このようなことが

なぜ起きたかと言いますと、アメリカのブドウとヨーロッパのブドウは種類がどう

も違ったようなんです。アメリカのブドウは、そのフィロキセラというアブラムシ

に抵抗性がありましたので、アメリカでは大した被害はなかったんです。それで油

断をしていたら、ヨーロッパのブドウには抵抗性がなかったので、このアブラムシ

が入ったところ壊滅的な被害を被ったわけです。これは 1800 年代のことでござい
ますので、現在ですとだいぶ防除技術が発達しておりますので、このような極端な

事例はございませんけれども、やはり植物検疫が必要であるという理由の一つはこ

の辺にあるかと思います。 
【スライド５】もう一つ国内の例です。国内で病害虫が発生して困ったという例で

ございます。皆さん、ミカンコミバエ、ウリミバエって標本ご覧になりましたよね。

これらは、かつては沖縄に侵入して発生していたんですけれども、かんきつなどの

果物類や、キュウリ、メロン、ウリ、野菜、などに被害を及ぼします。これらがい

るために沖縄県は二つの大きな問題に直面していました。一つは沖縄の農業で、メ

ロン、かんきつ、熱帯の果物などが収穫できないことになったんです。もう一つは

収穫できてもこれを本土に持っていけない。つまり本土に拡大すると困りますから

検疫の規制をしていた。そのような二つの大きな問題がございましたけれども、国、

県や学者の方々のご協力がありまして、平成５年に根絶を成功させました。しかし、

何と根絶までの期間が 25年間、防除費用は 254億円、延べ 63万人の動員が必要だ
ったということでございます。プロジェクトＸというＮＨＫの番組で取り上げられ

ておりますのでご記憶のある方もいらっしゃると思います。 
【スライド６～７】次は、植物検疫制度は何かということをご説明をさせていただ

きます。大きく分けまして、国際検疫と国内検疫の二つに分かれます。国際検疫と

いうのは、今日ご覧になった輸入ですとか、また逆に日本からの輸出について行わ

れる検疫です。それと、さっき沖縄の話をさせていただきましたが、国内での検疫

ということもございます。 
【スライド９】輸入の検疫には輸入の禁止、制限、それから植物の検査とございま

すけれども、禁止というのは一番きつい措置でございまして、例えばミバエのよう

な有害な虫、それから病気でも侵入するとかなり被害が出るものがございますけれ

ども、そのようなものに対しまして日本にいない病害虫、それから侵入すると甚大

な被害が起こり得るもの、それから、先ほどお話ししたミバエですけれども、ミバ

エというのは果物の中におりまして、検査をしてもなかなか見つからないため通し

てしまうリスクが大きい。そのようなリスクの要素があるものについて輸入を禁止

するということをしております。それから、それ以外のものになりますと、土とか
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病害虫そのもの、土の付いた植物もやはり危険がございますので輸入が禁止されて

おります。 
それから、次は輸入検査が必要なものがございます。今日検査していましたね、

切り花ですとか。それは、検査をいたしまして病害虫が見つかれば不合格で、輸入

者さんが希望されれば消毒をして虫を除去して輸入が可能となりますけれども、そ

のぐらいなら捨てます、もしくは返送しますとおっしゃれば廃棄・返送をしており

ます。病害虫がなければもちろん、消毒も何もいらずに合格ということで輸入され

ます。もうひとつのカテゴリーは輸入検査がいらない、例えば焙煎されたお茶の葉

っぱ、乾燥果物、香辛料などです。コショウなど小売り容器で入ったそのまま店頭

に並べられるようなものも輸入されますけど、そういうものも病害虫が付く恐れが

ないので検査しておりません。ただし加工の程度や品目によって病害虫が付くか付

かないかという判断は微妙ですので、輸入を考えている人はぜひとも植物防疫所に

ご照会いただくのがよろしいかと思います。 
【スライド１０】輸出検疫でございますけれども、日本からの果物なり米なり、農

産物を輸出する場合です。これは最近農林水産省の輸出促進ということで政策とし

て頑張っておりますけれども、ここでは検疫の話をさせていただきます。日本が禁

止とか検査といった制限をしているように、外国もそれぞれの農業を守るために輸

入の制限を設けております。一つは、輸入禁止です。これは、まず輸出先の要求事

項を確認いたしまして、輸入が禁止となれば、残念ですけれどもこれは輸出できま

せんということになります。それから輸出検査をして病害虫がなければ受け入れて

もいいよというものもございますので、そういう場合の色々な条件、どういう病害

虫について検査すればいいのかということを確認したうえで検査をいたします。も

ちろんその検査で不合格になればやはり輸出はだめです。それから諸外国にも、輸

出検査がいらないという品目がございます。これはまさに世界で千差万別、いろん

な病害虫がありますから、自国の農業を守るために諸外国も必死になっていますか

ら色々な要求があります。この輸出の条件は必ず植物防疫所でご確認いただきたい。

これが非常に大事です。外国に持って行くのだからいいだろうと思ってお気軽にお

考えの方もいらっしゃいますけれども、これは困ります。 
【スライド８】これらの業務はここにございますように、全国に展開しております

植物防疫所、今 68 カ所ございますけれども、福岡空港はそのうちの一つでござい
ます。ここに配置されております植物防疫官という試験にパスした人間が配置され、

トレーニングを受けています。 
【スライド１１】次に、国内検疫でございますけれども、これについては大きく分

けて四つ仕事がございまして、一つは先ほどの沖縄の例でお示しした移動規制です。

小笠原諸島などにもカタツムリの類が生息しており、移動の規制がございます。そ

れから侵入警戒調査です。ご覧になったように、輸入検疫の場において、もしくは

輸入禁止することによって侵入を阻止しようと最大限努めておりますけれども、万

が一、検疫をかいくぐって侵入した場合、被害の大きい病害虫の侵入を早期に発見
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して、早期に防除する必要があります。そのために空港や生産地において調査を実

施しております。もし、万が一侵入してしまった場合、その場合には根絶を目指し

て防除を実施いたします。さらには、国内のジャガイモや果樹の母樹についての検

疫を行っております。 
【スライド１２】これは侵入警戒の一つの例でございまして、トラップでございま

す。トラップというのは、例えばミバエ用にこういうプラスチックの筒を設置しま

す。ここに穴が空いておりまして、ここの茶色い部分にミバエが好きなにおいとい

うか成分が入った薬品が入ります。ミバエがもしその辺にいれば、このにおいに引

き寄せられて中に入る。もう出られません。ということで発見できるというもので

す。また、これはスイカ畑で病気が出ているかどうかを巡回調査している様子です。

このような調査を全国の空港、海港、生産地などにおいて展開して、侵入があった

場合にはなるべく早く発見できるように努めているところでございます。 
【スライド１３】それから緊急防除の内容としましては、一つには先ほど申しまし

たように、未発生の重要病害虫が侵入した場合迅速に防除をするということがあり

ます。それから発生した地域からまだ発生していない地域への移動規制もまた重要

な要素です。現在、鹿児島県の島嶼部に発生しているカンキツグリーニング病、鹿

児島県の一部に発生しておりさつまいもなどに被害を及ぼすイモゾウムシやアリモ

ドキゾウムシに対して緊急防除事業を展開して、撲滅を目指しています。 
【スライド１４～１５】最後になりますけれども、国際化への対応でございます。

植物検疫は大きく分けまして二つの国際条約、協定のもとに運営されております。

一つはその国際植物防疫条約ですね。これは、各加盟国 170カ国ございますけれど
も、その間で国際間の病害虫の移動を防止して、それぞれ適切な防除の措置を取る

ための手続きを定めております。検疫に係る国際条約の一番おおもとということで

すね。こういう枠組の中で各国加盟国は植物検疫を展開しているということです。

その条約の一つの大きな任務として、植物検疫措置に関する国際基準というのがご

ざいまして、加盟国が条約に基づいて適切な検疫措置を取るためのガイドラインと

して定められております。今 32 本ございます。主なものですと病害虫の危険度評
価。どのぐらい危ないのかということをどのように判定するのかということのガイ

ドライン。それから例えば、ミバエの無発生地域。この地域にはいませんよという

ところからは外国も輸出でき、また日本もそれを輸入できるということがございま

すけれども、では無発生であることをどのように証明するのかということのガイド

ラインですね。それから植物検疫処理。例えば熱処理ですとか薬剤を使った消毒で

すとか、そういうものの基準が定まっています。 
【スライド１６】例えば国際基準の一つとして、農業生産に重大な影響及ぼす可能

性があって、検疫の対象とできる病害虫はどういうものかということが規定されて

います。農業生産に重大な影響を及ぼす可能性があるものでその国に存在しないか、

もしくは一部地域だけ存在して国による強制的な防除が行われている。こういうも

のを検疫の対象にできるなど色々なきまりがございます。 
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【スライド１７】もう一つは、これはＷＴＯ、世界貿易機関が定めるＳＰＳ協定と

いうもので、ＳＰＳは何かといいますと、Ｓａｎｉｔａｒｙ ａｎｄ Ｐｈｙｔｏ

ｓａｎｉｔａｒｙです。ＳというのはＳａｎｉｔａｒｙのことで、食品衛生と動物

検疫、ＰＳというのはＰｈｙｔｏｓａｎｉｔａｒｙといいまして植物検疫を指しま

す。つまり、食品衛生、動物検疫、植物検疫をどのようにやっていくかという、貿

易上の観点からの取り決めがＳＰＳ協定でございます。まず、科学的な根拠に基づ

いて検疫措置を取ること、ただし国際基準がある場合にはそれに基づいて取ること、

それから、検疫措置を取ること自体は加盟国の権利として認められておりますけれ

ども、植物なら植物を保護するために必要な範囲だけで適用する。つまり、植物検

疫上はあまり関係がない理由で数量制限や輸入を禁止するなど乱用してはいけませ

んという取り決めです。もし取り決めに反していると認められれば、加盟国はＷＨ

Ｏに訴えられたりすることもございます。 
【スライド１８】最後になりますけれども、植物検疫の抱える課題です。以上、私

の話を総合して判断していただければお分かりになると思いますけど、最近、輸入

農産物の数量の増加や種類の多様化という背景がございます。それから流通の発達

により新鮮な植物が到着をするようになりまして、都合の悪いことに病害虫も新鮮

なまま生きているということがあります。平成７年と 17 年の数字を上げさせてい
ただきましたが、57万件から 80万件に輸入検査件数が増えておりますし、顕著な
のは輸出国なんですね。122カ国から 179カ国。今まで植物を輸出してなかった国
からわが国は輸入している。つまり新しい病害虫が侵入してくる可能性が増えてき

たということです。これに対応いたしますために、私ども植物検疫所のほうでは、

侵入の可能性がある病害虫について調査し、それに対する検疫措置を常に考えてお

ります。もう一つは、先ほど申しました国際ルールとの調和ということで、植物検

疫は確かに必要であるということはＷＨＯも認めておりますけれども、やはり必要

以上に貿易を阻害しないということが大事でございまして、検疫対象をより明確に

して適切な措置を講じていくことは、我々の課題の一つであると認識しております。 
 
どうもありがとうございました。 

司会 では続きまして、植物検疫の現場からということで、先ほど皆様にも現場を見学し

ていただきました、農林水産省門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所長の坂本出

張所長様から、植物検疫の現場からと題してお話をいただきたいと思います。 
坂本 ご紹介をいただきました福岡空港出張所長の坂本でございます。今日はご参加くだ

さいまして誠にありがとうございました。私からは、福岡空港において、どのよう

な業務をやっているかにつきまして、その内容をご説明申し上げたいと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 
【資料２：スライド１】まず、福岡空港における国際路線の運航状況からご紹介し

たいと思いますが、ご覧のとおり、アメリカとかヨーロッパとかそういう航路はま

ったくございません。遠いところでもシンガポール、フィリピン、ベトナム、グア
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ムといったところでございまして、多くが中国とか韓国の主要都市との間に運航を

されております。まさに東南アジアの窓口といったところでございましょうか。し

かしながら遠方の国からも、韓国あるいはシンガポール等を経由いたしまして、旅

客や貨物が日々次々と到着をいたしております。 
【スライド２】当所の主な仕事を区分いたしますと、航空貨物の検疫、携帯品の検

疫、国際郵便物の検疫、それに輸出検疫、大きく分けてこの四つでございます。航

空貨物では、ご覧のとおり苗類、切り花、野菜、高級果物といったものが輸入され

ますので、傷まないようにできる限り迅速な検疫が必要となっております。 
次に携帯品ですが、輸入禁止品の持ち込みが多く、ほとんどの方が植物検疫の制

度をご存じないということもございますので、わかりやすく手短にご説明を申し上

げることを心がけております。また、出国されるところに植物検疫広報コーナーと

いうのも設けておりますし、各種のイベントでございますとか旅行会社の研修会等

によりましても広報を行わせていただいておるところでございます。 
国際郵便でございますが、近年インターネットの普及によりまして、個人で輸入

される、ご注文なさるというのが増えているようでございまして、品目がかなり増

えております。ですから、輸入の検査におきましては検疫の条件をクリアしている

かどうかという確認が必要になりますし、また種子等におきましては二次検査が必

要だというのも増えておりまして、細心の注意を払いながら対応しているところで

ございます。 
最後に輸出検疫でございますが、先ほどもちょっと話ございましたけれども、基

本的には相手国の要求に応じた検疫をやっておりまして、検疫で合格になりますと

国際基準にのっとった検疫証明書を発行するというような業務を行っております。

また電話での問い合わせが多くございますので、迅速な対応を心掛けておりますし、

常に正しい情報を提供するということに努めております。 
【スライド３】次は輸入検疫の流れですが、これも先ほどのご説明と若干重複する

かと思います。検査申請が行われますと、申請の内容でございますとか関係書類の

チェックをいたしまして、各植物ごとに抽出量を算定いたします。これに基づいて

検査を行いまして、病害虫の発見がなければ合格となって、合格証明書を発給いた

しますし、検疫病害虫が発見されますと、廃棄・積み戻し、消毒のいずれかの処置

を、輸入者の方に選択いただきまして、消毒をして病害虫がクリアになれば合格と

なって合格証明書を発給するというシステムとなっております。 
【スライド４】実際の航空貨物の検疫でございます。航空機が到着いたしますと、

荷下ろしし保税倉庫に搬入されます。私どもは抽出するために保税倉庫のほうに伺

いまして、各荷口ごとに、このカートン、このカートンということで、先ほどご覧

になった方もおいでになると思いますが、スタンプを押しまして、間違いのないよ

うにしております。また、それが植物防疫所の検査室に運ばれますとそのスタンプ

を確認して間違いないということを確認したうえで検査を実施しておるところでご

ざいます。検査に合格したものと、先ほど申し上げましたように消毒等を行いまし
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て病害虫がクリアになったものとについて通関が行われて、国内に出回るというこ

とになります。 
【スライド５】次に、主な生産国と輸入品目でございますが、アメリカからは条件

付のサクランボやラズベリー、コロンビアからはカーネーション、バラなどの切り

花。その他、ニュージーランドからのキウイでございますとか、インドネシア産の

切り花。あるいはシンガポールの水草。それからタイ産のアスパラ、ランの切り花

などですね。それから遠いところでは南アフリカからのプロテア切り花。オランダ

からのチューリップなどの球根。こういったものが輸入をされておるところでござ

います。 
【スライド６】輸入品目と割合でございますが、一番多いのが種苗でございまして

45パーセント。次に切り花、野菜、果実、球根類という順になっております。種類
につきましてはお手元にお配りしてございますので、後ほどご覧いただければと思

います。 
【スライド７】現場では多くをご覧いただけないだろうと思いまして写真をご用意

いたしました。上段の左が、コチョウラン苗の検査でございます。右のほうが水草、

左下がランの切り花ですね。右のほうが、今日もご覧いただいたと思いますが菊の

切り花でございます。 
【スライド８】上段左がアメリカ産の条件付きのサクランボ。右も台湾産の条件付

きのマンゴウ。そして左の下も、コロンビア産の条件付きのパプリカでございます。

右のほうがタイ産のベビーコーンでございます。 
【スライド９】病害虫を発見いたしますと、その病害虫が何であるか、また検疫対

象であるかという確認が必要になってまいります。左下が現場の検疫におきまして

同定の作業を、同定と申しますのは先ほど申しましたように何であるか、何の害虫

であるかという作業のことですが、それを行っております。そして右のほうは現場

で同定できなかった病害虫についてさらに詳しく調査をしているという状況でござ

います。 
【スライド１０】これが発見されます害虫の一部でございます。画面の上段左が家

庭菜園でもおなじみのアブラムシ。真ん中がハダニ。右は今日もご覧いただきまし

たが、その拡大写真でございます。左下がコナジラミ。真ん中がアザミウマ、これ

も家庭菜園のキュウリの中にがさがさの被害が出てますが、こういうふうな害を与

える害虫でございます。また右の下が、カタツムリの仲間でございまして、ランの

苗などからよく見つかっております。 
【スライド１１】続きまして携帯品の検疫でございますが、今日見学していただい

たのは貨物のほうでございますが、旅客ターミナルのほうにおきまして、写真のよ

うにお客様のお持ち帰りになる植物についての検査を行っております。少量で多種

類、輸入禁止品が多いというのが、携帯品検査の特徴でございます。 
【スライド１２】携帯品で持ち込まれます植物でございますが、約半分が果実と野

菜、それから切り花、栽植用植物というふうになっております。 
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【スライド１３】次に輸入禁止品でございますが、持ち込まれます輸入禁止品を、

件数が多いものから並べてみますと、一番多いものはマンゴウ、続いてリンゴ、バ

ナナ、かんきつ、トウガラシ、マンゴスチン、ランブータンというふうになってお

ります。その他が半分以上を占めておりますのは、いかに少量、多種類の果物が持

ち込まれたかということでございます。このお預かりしたあるいは放棄いただいた

輸入禁止品につきましては、厳重な管理のもとで１週間保管をいたしまして切開調

査をしたあとに廃棄を行っております。ただ空港の場合は焼却施設がございません

ので、大きな鍋で煮沸をいたしまして、その後に大きな遠心分離機に掛けて残渣だ

けを焼却場に運ぶという方法と取っておりまして。一日の禁止品の量はかなりにの

ぼりますので、何回も鍋で煮沸をして処理をするというようなことで、夏場は汗だ

くになって検査官は対応しているということでございます。そして、前後いたしま

したけれども、貨物の検査のところでございますが、輸入検査の流れもご紹介をも

仕上げましたけれども、港の場合は、検査の前日に大体申請が行われますので、あ

る程度余裕を持った対応ができますけれども、空港の場合は飛行機が来るたびにい

ろんな業者様から申請がなされるということで、申請書の受付、それから検査の抽

出、検査、同定。終わりましたら検査の通知といった業務が交錯をしておりますし、

また加えて電話による問い合わせがございます。また早く病害虫を同定しようと思

って一生懸命顕微鏡を見ているんですが、さっきの結果はどうなったというふうな

催促の電話等もございまして、非常に苦労いたしておりますし、盆と正月が一緒に

来たというふうなことを申しますけれども、日々まさに盆と正月が一緒に来たとい

うふうな状況にございます。 
【スライド１４】続きまして、国際郵便の検疫でございますが、近年の特徴といた

しましては、草花の苗、種子が増えていることが挙げられます。それから、さまざ

まな品目が輸入されるようになり、輸入禁止品も増加をしていることが挙げられま

す。輸入禁止品や検疫の条件をクリアしていなかったものにつきましては輸入が認

められませんので、電話等で本人と連絡を取りまして十分に納得のうえで放棄をし

ていただくということにしておりますし、合わせて今後の植物検疫についての協力

をお願いしております。輸入される植物については栽植用植物、種子、乾牧草、嗜

好香辛料、果物・野菜といったようになっております。それから、写真にございま

す、ブドウの接ぎ木用の枝ですけれども、こういったものも郵便で届きまして、こ

れについては隔離をして、ウイルス病等の検査が必要だということになります。 
【スライド１５】最後になりますけれども、私たちは最新の知見と最新の技術によ

って検疫を進めておりますし、今後とも的確で厳格な検疫に努めていきたいと思っ

ておりますけれども、やはり皆様方のご協力なしには十分な検疫はできないと思っ

ております。今後ともご協力をよろしくお願いしたいと思います。具体的には海外

旅行に出掛けられる際には、出発前にどんな植物が持って帰れるのか。あるいはど

んな植物は持って帰れないのかということをご確認してお出掛けいただければと思

いますし、もし海外からお持ち帰りになった場合には、検査カウンターのほうにお
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持ちいただいて検査を受けたあとに通関をしていただくということでお願いをした

いと思っております。なお、不明な点等につきましては、さきほどバスの中でもお

話にあったようなホームページのほうでも結構でございますし、直接私どものほう

に電話でお尋ねいただければご説明申し上げたいと思っております。 
以上で私からの説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

司会 では、これから質疑応答に入りたいと思います。その前に、先ほど私のほうから一

部説明を忘れておりましたが、本日の時間設定がお昼に掛かる時間になっておりま

す。これは現場見学で皆様に貨物の検査風景を見ていただくのに、ちょうど貨物が

入ってくる時間に合わせて時間を設定しましたので、お昼の時間をちょっと越して

しまうようなことになっていますが、ご了解いただければと思います。 
では、これから質疑応答とします。本日の現場見学と、今前に座っている二人か

らの説明がありましたが、この中で疑問に思ったようなことなどございましたら、

なかなか直接聞く機会というのはないと思いますので、ぜひ聞いて、植物検疫につ

いてのご理解を深めていただければと思います。何かご質問がある方、挙手してい

ただければ、マイクを持ってまいります。 
男性 特別にアメリカからサクランボやパプリカなどの輸入が可能という話がありました

が、これらはどういうことで許可されているのでしょうか。それとコーンの小さい

やつですね。これはどういうことで輸入が認められているのでしょうか。 
司会 条件付で輸入されているという、サクランボとかマンゴウの話ですね。 
阪村 まずアメリカのサクランボでございますけれども、アメリカのサクランボに限らず、

例えばフィリピンのマンゴウ、タイのマンゴウ、それからいろんなところからの輸

入が禁止されています。原則輸入禁止です。それは、例えばアメリカのサクランボ

ですとコドリンガという蛾の類ですね。これが寄生する恐れがありまして、なかな

か発見が難しいので輸入が禁止されておりますけれども、アメリカから、このよう

な消毒をすればコドリンガは 100パーセント死にますという技術的な証拠が提示さ
れ、それが妥当であると私どもが認めたため、その消毒措置をすることによって輸

入が解禁されるといったものです。二国間での条件を設定してそれを守ることによ

って輸入が解禁されているというものでございます。消毒と申し上げましたが、当

初、もう 20 年以上前のことでございますが、当時は臭化メチルという薬剤でアメ
リカで消毒をするということでございました。それで、つい最近、アメリカは臭化

メチルに代わって、先ほどちょっと私申し上げましたね。コドリンガが非常に少な

い地域、無発生ではないですけど低発生の地域を作って厳重な検査をすることによ

って日本に輸入されるサクランボにコドリンガは付いていませんという統計データ

及び実際のデータをアメリカは提示し、リスクのないことを証明してまいりました

ので、私どもはそれも追加的に認めております。現在ですと臭化メチルくん蒸でも

大丈夫ですし、いわゆるシステムズアプローチといいますけど色々な措置、圃場で

の措置や輸入検査の措置などを組み合わせた必要な条件を守ったものだけ日本に輸

入ができるという二国間での特別な条件のもとに輸入がされているとご理解くださ
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い。それから、二点目、ヤングコーンのことについては坂本のほうから説明いたし

ます。 
坂本 すいません、誤解を与えてしまったようでございます。ヤングコーンについては条

件付ではなくて通常の検査で大丈夫でございます。 
司会 よろしいでしょうか。では後ろの方どうぞ。 
男性 日本の国際空港ではほとんど敷地の中、検査場のそばに消毒倉庫、くん蒸倉庫があ

ると思います。福岡空港の場合はそういう施設がないように思いますが、こういっ

た施設の建設予定とかあるのでしょうか。 
坂本 ここ福岡空港の場合も、本来であれば空港内に消毒施設を当初から作っておくのが

建前だったんじゃないかなと思います。必要なものとしてですね。私どもといたし

ましても、県や市にそういった話を持っていってはいるのですが、具体的に空港内

に消毒施設を作るという話は出ておりません。 
男性 わかりました。ありがとうございます。 
司会 ほかにどなたかご質問ございますでしょうか。 
男性 不合格になった場合に、一つの方法として消毒等による処理を実施して合格が出る

というご説明があったんですが、その消毒等ということで薬剤によるくん蒸処理と

いうふうなことがイメージされると思うんですけど、方法としてどういった方法が

あるのかということと、使える薬剤といったらどんなものがあるのかということと、

消毒後の合格証明書にくん蒸処理をした等の処理の記録というのがわかるものなの

かどうなのかということと、この証明書の書式というのは全国統一になっているの

かどうか、この辺をちょっとご説明をお願いします。 
司会 盛りだくさんですがよろしいですか。では、まず消毒の方法と薬剤の種類にどうい

うものがあるのかというお話から説明をしていただいてよろしいですか。 
坂本 私のほうからお答え申し上げます。現在使われております薬剤の種類でございます

が、通常、切り花とか野菜に使っておりますのはメチルブロマイドと青酸ガスでご

ざいます。それから穀類等になりますとりん化アルミニウムというのを使用いたし

ますし、あとは３種混合という方法もございますが、これは福岡には施設がござい

ませんので使えないという状況にございます。それから合格証明書を発行する場合

に消毒をしたかどうかの記載があるなしということでございますが、これは全く合

格証明書には記載がございません。なお、書式については全国統一でございます。

それから、くん蒸以外の方法でございますが、病気等につきましては病気にかかっ

ているものだけを選別するという方法もございます。また、木材等につきましては

一定期間水没をして害虫を殺すというようなこともございますし、木材等の表面（浮

上部）だけに薬剤を撒いて、水面下については水没というような扱いもございます。

ですから上のほうは消毒するのですが、水面下は一定期間水没を必要としますので、

水没期間が終わるまで外に置くというようなことになっております。 
司会 よろしいでしょうか。ではほかにご質問のある方いらっしゃいますか。なかなか直

接聞く機会はないと思うので、ぜひこの機会に疑問に思っていることとかを解消し
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ていただければと思っているんですが。 
女性 ちょっと私の理解が足りなかったのか、ちょっと確認でお聞きしたいんですけれど

も、検査については検査申請ということで、事業者さんからの申請以外に防疫所の

ほうで自主的に行う検査などどのような検査のタイプがあるのかはっきり知りたい

なと思いました。 
司会 輸入の事業者さんからの申請された輸入品以外にも検査を行っていたりするのかと

いうようなことですね。 
阪村 植物防疫法では基本的に、植物を輸入したものは申請しなさい、それから輸出する

ときには相手国の要求事項を満たしたものでなければならないということになって

おりますから、申請ベースで私ども対応させていただくことになります。事業者の

方でございましたら自分でなさったり、通関業者さんを使われたりして申請を出し

てこられる。個人の方の、防疫所に旅客のターミナルのカウンターがございまして、

ああいうところにお持ちになるのも口頭での申請でございますよね。それが一つご

ざいます。では申請しなかったらそれでいいかというとそうでもなくて、やはり同

じ国の機関で財務省になりますけど税関ございますよね。あちらのほうでは植物防

疫法ですとか家畜伝染病予防法ですとか、すべての法律を審査する最終チェックと

しての機能がございまして、植物検疫のカウンターにお寄りにならなかったものは、

税関のほうでチェックをされ差し戻しになります。植物以外も検査が必要なものは

差し戻しになる。もちろん貨物の場合ですと、全部クリアをしたうえで税関は輸入

できるようにするということでございます。では私どもが自主的にやっているのは

何かと申しますと、ご紹介しました病害虫の国内の調査ですとか、侵入警戒ですと

かそのようなことについてやっております。 
司会 よろしいでしょうか。 
男性 今日見学させていただいた切り花の検査は大変な作業だと感じたんですけど、病気

と害虫とありまして、その微小害虫かなりありますが大変だと思うんですけど、こ

こに種類もありますように発見された害虫とかいろいろありますけど、ちょっと考

えがまずいのかもしれませんが病気については見かけ上、今日のような検査ではわ

からない。潜伏期間とかそういうものがあって、ちょっと見過ごすんじゃないかな

と思ったんですけど、その辺の何かご説明があればお願いします。 
司会 病気の侵入について特に気を付けているようなことについてというようなことです

ね。 
坂本 切り花等につきましては消費材でございまして、輸入してもしばらくしたら処分さ

れるということでございますが、ただ、果樹の苗木などについてはウイルスやウイ

ロイドがございますので、お預かりをして隔離栽培をしたうえで合格になったもの

をお渡しするということになっております。けれども一般の切り花等につきまして

は肉眼で見える病気等については目視で十分検査いたしておりますし、種子などに

ついても遺伝子診断等を用いて、例えば、現在、スイカ果実汚斑細菌病などについ

て遺伝子診断的な検査も行っているところでございます。 
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阪村 ちょっと付け加えさえさせていただきますと、病害虫と申しましても私ちょっと早

口でご説明して恐縮だったんですけれども、やはりそのリスクですね、日本農業に

とってどれだけ危ないのかという評価、グレードがありますので、今後は適切な検

疫措置を取らないといけないと申し上げたのは、そういうリスクを十分に評価した

うえで、あるものはやはり遺伝子診断などをしないといけないし、一定期間、一作

期間隔離栽培をして症状を見るとか、すぐにはお渡しできないとか、少量のものに

ついてはそれはそれほどのリスクはないとか、そのようなグレード分けをする必要

があるということです。このため、私どもは、日々、リスク評価に勤しんでおりま

す。それも仕事の一つであるとご理解いただければと思います。 
司会 では、次の方。 
男性 仕組みについての質問が１点、それとあと３点ほど質問なんですけれども、この植

物検疫制度についての９ページ。輸入検疫のあらましのところで、不合格になった

ものの処理なんですけれども、消毒あるいは廃棄または返送というふうに書いてあ

りますけれども、これの判断は事業主がやるのかそれとも植物防疫所でやるのか。

その費用負担はどういうふうになっているのか。消毒の費用とかいうのは事業主が

負担するのかどうなのかというがちょっとわからないので教えてほしいということ

です。それともう一つは、18ページの輸入検疫の抱える課題のところで、検査件数、
検査品目、それから輸入、輸出国、地域数、増えてきているんですけれども、実際

にその中で病害虫の検出率が増えてきているのですか。それと、新しい国、新しい

産地から入ってくるということなんですけれども、新しく発見される病害虫、それ

は増えているのかどうなのか。その辺りをちょっとお聞きしたいなと思います。 
阪村 まず、消毒、返送、廃棄のときの判断は、植物防疫所がやるのか事業者がやるのか

ということの確認ですけれども、基本的には輸入者さんにご判断をしていただきま

す。ただ、あまり動かすと病害虫が逃げる恐れが非常に高いといった場合には、上

陸させないで返送をお願いすることもごくまれにはあるかと思いますけれども、基

本的には輸入者さんのご選択でございます。もう１点、これからの課題のところで、

新しく輸入が増えたりいろんな国から来たりして病害虫が増えているということで

すが、現在のところ全く新しいわれわれが想定もしていなかった病気というのは見

つかっていないということです。ただ世界中調べまして、これから入ってくる可能

性がある、過去にはなかったけどこれからはあり得るという調査を今しているとこ

ろとご理解いただければと思います。費用については、基本的に私ども検査費用は

いただいておりませんが、実際検査を受けるための荷役費用、消毒費用、人件費な

どは輸入者さんのご負担ということになります。以上です。 
司会 ほかにございますか。 
男性 植物検疫の現場からという資料の中で、２ページ目の航空貨物の検疫というのがあ

ります。この検疫、荷物が着いてから、実際通関して荷物が出てくるまで、まず一

点目の質問は、温度管理がどういうふうになされているのか。空港と港と。それか

ら二つ目は、それに通関して出てくるまでの時間、どれぐらい時間かかるのか。特
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に混雑している場合はどれぐらいかかるのか。この２点。それから最後に、検疫官

が海外に出張して検査に立ち会うとかというような話もありましたけれども、どう

いうところに出張されて検査されているのか。この三つの点を聞かせてください。 
坂本 温度管理と通関時間につきましては私のほうからご回答したいと思いますが、通常、

切り花、果物以外であれば保税倉庫内の常温で管理されておりますし、切り花、果

物につきましては冷蔵庫がございますので、10℃程度の温度で保管されているとお
聞きしております。あと通関の時間でございますが、先ほど申し上げましたように、

航空機の貨物の場合は、飛行機が着いてから申請が出されまして、抽出の準備がで

きたというような連絡がございます。それに応じ倉庫に出向いて抽出をいたしまし

て、そのあと業者さんが、抽出荷口を私どもの検査場に運び込みます。検査をして

合格証明書をお書きいたしますから、それを持って２階にございます税関で通関な

さる場合ですと、一概には申し上げられませんが、午前中のものについては申請か

ら２時間から３時間ほどで通関できるんじゃないかなと考えられます。 
阪村 防疫官を海外に派遣しての検査については、たくさんの国について実施しておりま

して、現在、23カ国・地域に派遣する制度になってございます。実際にはこれら全
てについて輸出をしたいというお申し出があるわけではございませんので、これら

すべての国・地域に派遣されてはいないんですけども、ちょっと例を申し上げます

と、中国、台湾、タイ、それからフィリピン、それからインド。ヨーロッパではオ

ランダ、スペイン、それからアフリカですと南アフリカ、新大陸にいきますとアメ

リカ、カナダ、それからブラジル、コロンビア、オーストラリア、ニュージーラン

ド。ほぼ世界中行っておりますけれども、いずれも先ほど申しましたサクランボの

ように二国間で合意ができて、その条件として日本の植物検疫防疫官による現地で

の措置の確認という合意のもとに行っているということでございます。よろしいで

しょうか。 
司会 終了時間も迫ってまいりましたが、あと１～２問もしございましたら質問をお受け

したいと思います。 
女性 これは事業主さんに聞いたほうがよろしいのかもしれませんけれど、合格証明書が

出るということですが、消費者はそれをどういう場所で確認することができるのか、

防疫所で提示してるとかされているのでしょうか。合格証明書というのは、提示し

なさいということまでは決まってはいないんですよね。消費者としては、できれば

確認したいなと思います。 
坂本 合格証明書は、その申請数量に対する合格証明となりますので、その荷口のおのお

ののカートンについて合格証明書の発給はいたしておりません。ですから消費者の

ほうで合格証明書のあるなしを確認するというのは、ちょっと至難の業ではないか

なというふうに思っております。 
阪村 ちょっと補足させていただきますと、いわゆる一連の通関手続きでございますね。

植物検疫が終わって関税の審査も終わってお金を払うものは払ってという一連の通

関手続は、すべて国の機関を通ります。そこで確かにこれは合格しましたというこ
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とは、国の機関が責任を持って審査をするということでございまして、市場に出た

あと、消費者の方にこれは植物検疫を通過してないんだというふうにご判断いただ

くための制度ではないんですよね。例えば買ったものに虫などが付着していたとい

うことでございましたら、通報いただければもちろん私ども伺うんですけれども、

制度上、消費者の方にまでこれは植物検疫をクリアしていますということをお知ら

せするようにはなっておりません。 
女性 いいお話を聞かせていただきありがとうございます。今のお話に関連して、トレー

サビリティーっていうのか残留農薬の関係でございますけれども、そういうふうな

形で、検疫をするということについて店頭の商品を遡るということは可能なんでご

ざいますか。 
阪村 ありがとうございます。ちょっと質問のご趣旨を正確に把握しているかどうか自信

がございませんけれども、私の解釈でお答えさせていただきますと、食品の安全、

農薬の残留ですとか、そのようなものについては厚生労働省の検査のもとに、最近

ではトレーサビリティーということも考慮したうえで検査体制が組まれていると思

います。私どもになりますと、結局国境を越える段階でどのように検査をして病害

虫がいないかということを証明するわけでございまして、仮に商品に問題がござい

ましたら、販売店への調査から輸入者を割り出して、その輸出者はどこか、どこの

国から、どこの地域から輸出されたのかということを聞き取りの調査で十分カバー

できますので、仮に問題があった場合にはそのような対応になると思います。 
女性 ありがとうございました。 
男性 今のに続いてなんですけど、今お話に出ていました安全性という観点で、輸入され

た農産物が薬剤処理されたものなのか、されてないものなのかというのは消費者の

段階ではわからないんですね。制度上ここに出ている合格証明書というのは通関を

通すための証明書だというふうに認識していますので、そこに明示するべきじゃな

いというふうに理解をしています。ただ、その農産物の履歴を把握したいといった

ときに、別申請で、通関通って出てきた農産物が薬剤処理なしで合格したものなの

か、薬剤処理をされて合格をしたものなのか。薬剤処理をした場合にはどういう薬

剤を使ったものなのかということを逆に申請することによって確認ができるように

なっているのかどうなのか。そういう対応をしていただけるものなのかどうなのか、

その辺をちょっとお聞きしたいのですが。 
阪村 まず、基本的に申しますと、それは販売される方ですとか、それから輸入者さんで

すね。それから輸入なさった方。そのような方のご判断によるところがあると思い

ます。店頭で売られているものがいつどのような検疫過程を経たのかということに

ついては、私どもの調査により把握することは可能なんですけれども、その情報を

私ども植物検疫当局、植物防疫法のもとにオープンにしていいかどうか。それはや

はり基本的にはその所有者の方の問題になると思うんです。確かにうちで売ってい

るものは農薬フリーですというふうにおっしゃりたいんでしたら、そのように表示

をしていただくといったことですね。ただ表示の当局との調整はあると思います。
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そういう意味で、今のご質問については、私どもの制度においてはご期待に答えら

れないということになると思います。 
男性 例えば今のお話ですと、輸入者が何らかのかたちで薬剤を使っていない、薬剤処理

されずに通関を通ったものですよというものを何か確認書みたいなものを出してい

ただくようなことというのはできるんですか。具体的に何で突っ込んだお話をして

いるかというと、ポストハーベストの問題があるので伺うのですけれど、例えば有

機食品、有機農産物ということで海外で生産された有機農産物が輸入されて入って

きたときに、例えばバナナなんかはくん蒸されるケースが多いと思うんですけれど

も、途中くん蒸されてしまうと有機農産物でなくなってしまうので、国内で流通す

る時点で、その辺を検証できる仕組みができているのかどうかを伺いたい。 
阪村 繰り返しになりますけど、植物防疫法の取り締まる枠内では、そういうポストハー

ベストは使っていない、農薬を使っていない、もしくは有機の表示資格があるない

ということの消費者への情報提供については制度として対応しておりません。そこ

はまさに食品表示当局のスキームでコントロールしていただくということになりま

す。 
男性 今おっしゃったコントロールというのは、表示に関してはそちらの部署の管轄では

ないんで、表示は表示のほうでの対応になりますということですよね。それはよく

わかります。例えば荷主さんが、第三者に農産物を販売するときに、この商品がく

ん蒸処理されたものなのかされてないものなのか、それを自分が第三者に販売する

ときに何らかの証明がほしいといったときに、輸入者さんから植物防疫所に申請を

上げることで、これはくん蒸処理されてませんよとか、これは何を使ってくん蒸処

理されていますというような確認書のようなものを出していただけるかどうなのか

というところを伺いたい。 
阪村 はい、もし荷主さんが、消費者に示したいので書面が欲しいということになりまし

たら、私ども、植物検疫不合格の場合は通常口頭で通知させていただいております

けれども、それが不合格になったという旨を証明させていただく書面をお出しする

ということはございます。ただ、今の制度上、消毒の証明というものはいたしては

おりません。それをもとに輸入者さんはそのお客さんに説明なさるか。もしくは表

示のほうで問題があるのならそちらの当局から私どものほうに照会があってこの件

についてはどうですかということを聞かれた場合にはお答えする。そういうような

仕組みになっております。 
司会 最後までご理解いただけたかどうかとは思うんですが、そろそろ時間もございます

ので、本日の会は締めさせていただきたいと思うんですがよろしいでしょうか。皆

様、本日は朝早い時間からお昼までどうもありがとうございました。本日の会で、

植物検疫、防疫とは何かを知っていただいて、今後ともご協力をいただければと思

います。本日はどうもありがとうございました。 
 

― 以 上 ―    


