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農産物の輸出に必要な

植物検疫措置と手続
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品目 検査を受けずに輸出できる国
輸出検査のみで輸出できる国

（植物検疫証明書の添付で輸出可能）
特別な措置を必要とする国

みかん
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
カナダ、等

韓国、台湾、パキスタン、ノルウェー、ロシア等
タイ、インドネシア、EU、スイス、米国、
オーストラリア、ニュージーランド等

りんご
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
等

中国、フィリピン、タイ、インドネシア、ブルネイ、スリラ
ンカ、パキスタン、EU、スイス、ノルウェー、ロシア等

台湾、米国、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド等

なし
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
等

フィリピン、タイ、インドネシア、ブルネイ、スリランカ、
パキスタン、EU、スイス、ノルウェー、ロシア等

台湾、カナダ等

さくらんぼ
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
等

韓国、台湾、タイ、インドネシア、ブルネイ、インド、ス
リランカ、パキスタン、ノルウェー、ロシア等

いちご
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
EU、スイス等

韓国、台湾、タイ、インドネシア、ブルネイ、スリランカ、
パキスタン、ノルウェー、ロシア、米国等

トマト
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
EU、スイス、カナダ等

韓国、タイ、インドネシア、ブルネイ、スリランカ、パキ
スタン、ノルウェー、ロシア等

かぼちゃ
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
EU、スイス、ノルウェー、カナダ等

韓国、台湾、タイ、ブルネイ、スリランカ、パキスタン、
ロシア等

インドネシア等

ピーマン
香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
EU、スイス、ノルウェー、カナダ等

台湾、タイ、インドネシア、ブルネイ、スリランカ、パキ
スタン、ロシア等

精米

香港、シンガポール、マレーシア、UAE、
EU、スイス、ノルウェー、米国、カナダ、
チリ、ブラジル、オーストラリア、ニュー
ジーランド等

韓国、台湾、フィリピン、タイ、インドネシア、ブルネイ、
インド、スリランカ、パキスタン、ロシア等 中国

○ 現在、輸出が可能な主な品目及び国・地域 （平成25年10月11日現在）
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日本からの農産物輸出ができる国・品目

（参考）輸出条件の早見表
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輸 出 品

植物検疫の輸出検査
の申請

輸出検査（書類・現物）

植物検疫証明書の発行

税関への申請

通 関

船積み・航空機

輸出先国
（植物検疫、通関）

植物では、栽培期間中に病
害虫の発生が無いことを確
認するための検査も必要な
場合もある。

税関でも、植物検疫による
検査の完了等を確認。確認
できなければ輸出は許可さ
れない。
（関税法第７０条第２項）

栽培期間中の検査

・目視による病害虫の確認
・くん蒸、加熱や低温処

理による殺虫

検疫措置の例

輸出準備

輸出先国が輸入検査を実施

（植物防疫所）

輸出者

植物防疫所

植物防疫所

輸出者

輸出者

輸出者

生産者・輸出者

税関での確認

一般的な輸出の流れと植物検疫
実 施 者
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輸出検査の申請と輸出検査の実施

植物防疫官は、輸出
相手国の検疫要求に
基づく検査を実施
（港や空港、集荷地）

④ 植物防疫官は輸出相手国が検疫対象とする病害虫等について検査（輸出検査）
（ただし、相手国が合格証明書を要求してない場合は、輸出検査は不要）

輸出

輸出検査の流れ

植物防疫所への輸出検査の
事前連絡

① 輸出者（申請者）は、植物防疫所に検査希望日、輸出相手国名、輸出数量等を事前連絡

申請者は、輸出相手国の輸入許可証又
はその写しを取得している場合は、申請
時に植物防疫所に提示

③ 輸入許可証又はその写しを取得している場合は申請時に植物防疫所に提示

② 植物防疫所（植物防疫官）は、申請者と輸出検査日程を調整

検査合格の場合

植物検疫証明書の発給

⑤ 検査が合格であれば植物検疫証明書を発給
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輸出手続き

植物検疫関係

台湾向けモモ
（成田空港での輸出検査）

タイ向けカンキツ類
（生産地での輸出検査）

米国向けうんしゅうみ
かん

（生産地での輸出検査）

輸 出 品

植物検疫の
輸出検査の申請

輸出検査（書類・現物）

植物検疫証明書の発行

税関への申請（輸出申告）

通 関（輸出許可）

船積み・航空機

輸出準備
約７ヶ月

（栽培地検査）

約２日
（タイ検査官と
の合同検査）

３～４日
（産地からの輸送）

１日※

約７ヶ月
（栽培地検査）

約２日

３～４日
（産地からの輸送）

１日※

約２～５ヶ月
（登録園地管理・

選果・梱包）

約２時間
（午前中検査）

午後の便で輸出

約30分※

※ 輸出業者からの聞き取りによる時間（農水省調べ）

（参考）輸出手続きに要する一般的な期間
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輸入手続き
植物検疫関係

フィリピン産マンゴウ
（空港での輸入検査）

フィリピン産マンゴウ
（海港での輸入検査）

保税場所

植物検疫の
輸入検査の申請

輸入検査（書類・現物）

植物検疫証明書の発行

税関への申請（輸入申告）

通 関（輸入許可）

市場へ輸送

荷口積み卸し

５時間～２４時間

２時間～４時間

２．６時間※

約２時間

約２時間

０．３時間※

※ 第10回輸入手続の所要時間調査（財務省）による通関所要時間

（参考）輸入手続きに要する一般的な期間
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検疫措置の例 具体的措置内容 具体的要請国・要請品目例

輸出検査による植物検疫証
明書の発給

・目視による検査
（検定室内での線虫検査）

台湾：サクランボ、イチゴ、ながいもなど
ベトナム：小麦粉、精米など
米国、香港：種子

施設や園地の相手国への登
録

・輸出に際し、事前に相手国へ
栽培園地（精米施設）等の登録
が必要

中国：精米
台湾：もも、すもも、なし、りんご

栽培期間中の検査の実施 ・植物防疫所による病害虫の発
生調査

台湾：ナシ穂木
EU：草本植物の種子、盆栽、植木など
米国：盆栽、温州みかんなど

種子に感染するウイルス等
の遺伝子検査

・ウイルス等病菌に対し、PCR等
生化学手法を用いた精密検定

オーストラリア：トマト種子

くん蒸、加温処理、低温処理
等による消毒

・くん蒸及び低温処理・・・・・・・・
・くん蒸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・熱処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

米国：りんご
中国：精米、木材（樹皮付き）
EU：木材チップ

農産物の輸出に必要な検疫措置の具体例
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ＥＵ加盟国向けマーガレット挿し穂
・タバココナジラミがいないこと

・ハモグリバエ等病害虫の消毒等

種子や苗木類などの輸出に際しては、輸出先国が侵入を警戒する病害虫について
① 病菌やウイルス病などの寄生がないこと
②生産地における検疫対象病害の無発生であること
の証明を要求される場合がある。

このような要求については、輸出検査時期には病気に感染していることの判定が困難なため、発
現率の高い時期に栽培地で検査を行っている。

ＥＵ加盟国向け栽培地検査

・年６回の栽培期間中の公的検査

・地上５０ｃｍ以上の棚上栽培等
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輸出先国の要求に基づく検査
（栽培地検査）



9
ラン苗 （コロンビア向けｲﾝﾋﾞﾄﾛ苗）

・フザリウム等の病気の無発生

カーネーション苗 （スペイン向け）
・タバココナジラミ等の病害虫の無発生

スイカ種子（チリ向け種子）
・褐斑細菌病等の病気の無発生

トマト種子（各国向け種子）
・かいよう病等の病気の無発生

ＥＵ加盟国向け盆栽の栽培地検査

高さ50cm以上の棚での栽培

マツバノタマバエの発生の検査

カミキリムシ類等防除のための栽培施設

10



輸出先国の要求に基づく検査
（輸出検査）

輸出前に海空港にある植物防疫所や集荷地等において、目視による病害虫の付着を確認
する。また、検査の対象となる病害虫が線虫や病菌の場合には、室内での検定を実施する。

葉タバコの検査
・害虫の無発生

りんご生果実の検査
・害虫の無発生
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12

栽培用種子の検査
・病害虫の無発生、異物の無混入

ボタン苗木の検査
・害虫の無発生

・ ＥＵ諸国向けゴヨウマツ等の検定
・漏脂胴枯れ病の無発生

台湾向けナガイモ等の検査
・センチュウの無発生



米国は、我が国に発生するミカンバエ等の病害虫の侵入を防止するため、我が
国からのうんしゅうみかん生果実の輸入を禁止していたが、日米での技術的検討
を踏まえ、昭和４３年ワシントン州等４州への輸出が認められた。その後、順次輸
出可能な地域が拡大し、現在では、米国全州への輸出が可能となった。

① 指定地区はミカンバエ及びカンキツかいよう病の発生がないこと

② カンキツかいよう病の侵入を防止するための緩衝地区（幅４００ｍ）
を有すること

※指定地区にはうんしゅうみかん以外のカンキツ類の植栽禁止、緩衝地区には
うんしゅうみかん、はっさく、ユズ等１０種類を除くカンキツ類の植栽の禁止

③果実の表面殺菌

④日米両国検査官による合同輸出検査 など

米国向けうんしゅうみかん生果実の検疫

【主な検疫条件】
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指定園地でのカンキツかいよう病の
発生状況確認

14

日米両国検査官による合同輸出検査
での病害虫の無発生を確認



米国は、我が国に発生するモモシンクイガ等の病害虫の侵入を防止するため、
我が国からのりんご生果実の輸入を禁止してきた。このため、昭和62年以降モモ
シンクガの殺虫技術の開発等を行い、二国間協議を経て、一定の条件の下、平成
6年から輸出をしてきているところである。

① 日本側検査官による幼果期及び収穫期の園地検査

② 果実の低温処理（1.1℃以下で最低40日間）と臭化メチルくん蒸
（果実の中心温度が10℃以上又は15℃以上で38g/m3もしくは
48g/m3で２時間）

③ 日米両国検査官による合同輸出検査

④ 梱包は封印と米国向けの表示 など

【主な検疫条件】

米国向けりんご生果実の検疫
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こん包され封印されたりんご

日本側検査官による園地検査
・灰星病、赤星病の無発生
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低温処理
（1.1℃以下で最低40日間）

日米合同輸出検査



台湾は、我が国に発生するモモシンクイガの侵入を防止するため、りんご、なし、
もも等生果実を平成18年2月1日から輸入禁止とする旨を公表した。

このため、輸出継続に向け台湾側と検疫措置について協議を重ねた結果、平成
18年2月7日、一定の条件の下に輸出が再開されることとなった。

① 生産園地における徹底した防除

② 選果こん包施設の登録

③ 台湾側検査官の来日調査（生産園地及び選果こん包施設）

④ 梱包への台湾向け表示等の貼付 など

【主な検疫条件】

台湾向けりんご・もも等の生果実の検疫
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モモシンクイガ

台湾向け表示

  果実の名称 りんご

  都道府県名 ○○県
  選果施設名又は
  施設コード ○○-01

台湾向け表示のある梱包 植物防疫官による輸出検査
・モモシンクイガ等の害虫の無発生

台湾側検査官による園地確認
・モモシンクイガの防除

台湾側検査官による施設確認登録された施設での選果
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○ 長野県川上村で生産されるレタスの台湾向け輸出検査は、名古屋植物防
疫所から出張して、検査を実施。

○ 生産地内の集荷施設において、目視による病害虫検査を実施するととも
に、その一部を持ち帰り、検定室内での線虫検査を実施。

台湾向けレタスの輸出検査
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目視による検査
・ミカンキイロアザミウマ等の害虫の無発生
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（予測）

平成26年

（予測）

輸出される数量に応じ、
① 輸出農産物から検査対象数を抜き取り、

② 原則として目視により、病害虫の付着を確認
（必要に応じて持ち帰り、病害虫の有無を検査）

③ 問題無い場合には「合格」として植物検疫証明
書を発給

 植物検疫については、空港や港での輸出検査の他、集出荷場や市場等での検査（集荷地検
査）も実施し、生産者や輸出事業者の出荷ロスの低減等に寄与しています。

 この集荷地検査に当たっては、予め最寄りの植物防疫所にご相談いただくとともに、検査後は
清浄性の維持が必要なことにご留意下さい。

集荷地検査の流れ集荷地検査の内容

集荷地検査の実施状況

○ 輸出品目・輸出先・検査希望日を最寄りの植
物防疫所に連絡

○ 品目や輸出先に応じた検査方法を伝達し、検
査日程・段取りを調整後、植物防疫官が訪問
（植物防疫官の検査には費用負担は求めません）

○ 集荷された輸出農産物を目視や必要に応じて
持ち帰り、検査機器により病害虫の有無を検査

○ 病害虫が無ければ、合格として植物検疫証明
書を発給

○ 証明書添付後は、病害虫の再汚染の防止を
図りつつ輸送。

集出荷場や市場等での輸出検査の実施
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