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Ⅰ 我が国の植物検疫制度

① 植物検疫は 「輸入植物等を検疫し、病害虫の我が国への侵入を防止し、、

もって我が国の有用植物を保護し、農業生産の安全を図ること」である。

植物検疫が適切に実施されず、病害虫が侵入・まん延してしまった場合に

は、農業生産に深刻な損害をもたらすとともに社会問題化することもある。

また、その防除には多額の費用を必要とするものであることが過去の例から

も明らかになっている。

新しい地域への病害虫の侵入事例

侵入した病害虫 侵入を受けた地域 被害・防除経費等

ジャガイモ疫病 ヨーロッパ大陸→アイルランド ４年間で約100万人の餓死者

(1845年) と多数の移民を生じる。

ブドウフィロキセラ 米国→フランス(1859年） ワイン生産に大打撃。ドイ

ツを中心に国際条約を締結（ ）ブドウネアブラムシ

し、植物検疫を開始する。

マメコガネ 日本→米国（1911年） 1925年には360万 に広がha

り、ダイズやジャガイモに

甚大な被害をもたらす。

タバコの被害率60～80 . 被害タバコべと病 豪州→ヨーロッパ(1957年） %

総額約120億円(1959～1963)。

南ア、豪州→南米（アルゼンチン、ブ 侵入後約20年間で2,000万本カンキツトリステザ病

ラジル） のカンキツ樹が枯死。

ミカンコミバエ・ウ 東南アジア→日本（南西諸島） 根絶費用として約50億円 ミ（

リミバエ カンコミバエ）及び約200億

円（ウリミバエ 。）

② 我が国の植物検疫は、昭和25年に制定された植物防疫法に基づき実施され

ている。植物検疫は、輸入及び輸出植物について行う国際植物検疫並びに指

定種苗検疫及び移動規制についての国内植物検疫からなる。この他に植物検

疫に関する制度として農林水産大臣が実施する緊急防除がある。



ウリミバエの根絶について

ウリミバエは体長８ｍｍ位のハエの一種で、キュウリ、メロン、スイカ、カボチ

ャ、ニガウリ等のウリ類、インゲン、トマト、ピーマン、ナス、パパイヤ、マンゴ

ウ等の果菜類、生果実の大害虫として知られている。

この虫が果実に寄生すると腐敗・落下し、ひどい場合には収穫皆無となる。未発

生の国では最も恐ろしい害虫としてその侵入を警戒し、厳しい検疫体制をとってい

る。発生地域は、中国、東南アジア、ハワイ等である。

我が国では、大正８年に八重山群島で発見されて以来北上し、沖縄、奄美群島に

広がった。

国は本土への侵入・まん延を防止するため、植物防疫法に基づき、寄主植物の国

内移動を規制する一方、昭和47年から不妊虫放飼法による根絶事業を開始し、平成

５年10月、根絶を達成した。

①根絶防除実施期間：昭和47年から平成５年（22年間）

②防除費：約204億円（人件費を除く直接防除費のみ）

③従事者数：延べ44万人



１．国際植物検疫

（１）輸入植物検疫

海外からの植物の輸入に伴う病害虫の侵入を防止するため、輸入される植物に

ついて我が国の植物防疫官による検査を行うとともに、検査の結果、有害で我が

国にとって重要な病害虫が発見された場合には当該植物を消毒又は廃棄する。

（２）輸出植物検疫

我が国から海外への病害虫の移動を防止するため、植物の輸出に際し、輸入国

の要求する条件に適合していることについて植物防疫官による検査を行う。

植物防疫法の概要

   

輸入港に 

おける検査 

(第８条) 

隔離検疫 

（第８条） 
植物防疫所に 

おける検査 

(第 10 条) 

輸入禁止品の 

大臣輸入許可 

(第７条ただし書き) 

国際植物検疫（第２章） 

有害動植物の国境を越えての侵入

及びまん延防止を目的とする 

輸入検疫 

輸入の制限(第６条) 

輸入の禁止(第７条) 

栽培地における検査 

(第 10条) 

輸入禁止品 

（第７条） 

輸出検疫 

(第 10条) 



２．国内植物検疫

（１）指定種苗検疫

種苗の生産・移動に伴う病害虫のまん延を防止するため、種苗の栽培地におい

て植物防疫官による検査を行う。

（２）移動規制

国内の一部地域に分布している病害虫の未発生地域への侵入を防止するため、

当該病害虫が付着しているおそれのある植物を他の地域へ移動することを制限又

は禁止する。

３．緊急防除

我が国の農作物に重大な損害を及ぼすおそれがある病害虫が新たに侵入し、

又は国内の一部に存在している病害虫にまん延の兆しが出始めた場合に、これ

を早い機会に駆除し、または狭い範囲に食い止め、被害を最小限にとどめるた

め農林水産大臣が緊急に防除を実施する。

植物防疫法の概要

国内植物検疫（第３章）、緊急防除（第４章）

国内に新たに侵入した有害動植物又は既に国内の一部に存
在している有害動植物のまん延防止を目的とする

          指定種苗検疫
          （第１３条）
農林水産大臣が指定する
種苗を検疫

合格
（譲渡・移出可能）

  植物等の移動制限・禁止
(第１６条の２、第１６条の３)
・省令で定める植物等につ
いて移動を制限
・禁止

             緊急防除
　     （第１７条～２1条）
都道府県知事から農林水
産大臣へ発生状況の報告
・農林水産大臣の命令に
より防除を実施
・地方公共団体等に対す
る協力指示



４．輸入植物検疫の仕組み

① 我が国の輸入植物検疫は、植物防疫官が輸入時点に行う検査を中心とした

制度であり、以下の流れで実施されている。

② 輸入検査の対象となる「植物」は、植物の種子、苗木、果実のほか、穀物

やこも・むしろ等の加工品も含まれるが、実質的に病害虫が付着するおそれ

のないものは検査の対象から除外されている。

○検疫の対象とならない植物の例（輸入植物検疫規程第６条）

① 製材、防腐木材、木工品、竹工品及び家具什器等の加工品

② 籐及びコルク

③ 麻袋、綿、綿布、へちま製品、紙、ひも、綱等の繊維製品及び粗繊維（原綿を含む ）。

であつて植物の包装材料として使用されたことのないもの。

④ 製茶、ホツプの乾花及び乾たけのこ

⑤ 発酵処理されたバニラビーン

⑥ 亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩等につけられた植物

⑦ あんず、いちじく、かき、しなさるなし、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パイン

アツプル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴウ、もも及びりゆうがんの乾果

⑧ ココやしの内果皮を粒状にしたもの

⑨ 乾燥した香辛料であつて小売用の容器に密封されているもの

輸入植物検疫の流れ

輸入植物検査申請

輸入検査

検疫有害動植物が発見されなかった場合 検疫有害動植物が発見された場合

合格 不合格

消毒実施 廃棄 積み戻し

合格証明書の発給



③ 従来は、検査の対象となる「植物」から有害な動植物が発見された場合、

消毒等を行うこととされていたが、平成８年の植物防疫法改正により、消毒

等を行う有害動植物の範囲を限定した。すなわち、侵入し、まん延した場合

に国内の有用な植物に損害を与えるおそれがある有害動植物であって、①国

内に存在することが確認されていないもの、又は②すでに国内の一部に存在

しており、かつ、国により発生予察事業その他防除に関し必要な措置がとら

れているものを「検疫有害動植物」として定義し、検疫措置をとる対象とし

た。

具体的には、有害動植物の危険度解析（ ）を国際PRA: Pest Risk Analysis
的なガイドラインに基づき実施した上で、検疫の対象とならない有害動植物

（非検疫有害動植物）を列挙し、それ以外を検疫有害動植物とした。

○非検疫有害動植物（植物防疫法施行規則第５条の２）

コクゾウムシ、ココクゾウムシ、アズキゾウムシ、コクヌストモド

非検疫有害動物 キ、タバコシバンムシ、ノコギリヒラタムシ、ミカンナガカキカイ

ガラムシ、キョウチクトウアブラムシ、コクガ、バクガ、オカダン

ゴムシ他 計53種

アルターナリア・シトリ、ゲオトリカム・カンディダム、セラトシ

非検疫有害植物 スティス・パラドクサ、ボトリティス・アリイ、マクロフォミナ・

ファゼオリナ、アスペルギルス属菌、トリコセシウム属菌、ニグロ

スポラ属菌、ペニシリウム属菌、リゾープス属菌 計10種



④ 植物の輸入検査は全荷口を対象としており、検査数量は、植物の種類別に

荷口の大きさに基づいて定めている。しかし、栽培の用に供するもののうち

特にリスクの大きい果樹並びにさつまいも及びばれいしょは全量検査するこ

ととしている。

○検査すべき数量の例（輸入植物検疫規程第１条）

(１)検査荷口の全数量を検査するもの

植物の種類 検査荷口の大きさ 検査すべき数量

果樹類の植物及 くるみ、なし、

びさし木 ほ木 ぶどう、もも、 － 全 量、 、

だい木、その他 りんご、かんき

根、茎、葉等の つ類等

植物の部分であ

って栽培の用に

供するもの

さつまいも及びばれいしょの生茎 － 全 量

及び生塊根又は生塊茎（栽培の用

に供さないものを含む ）。

(２)検査荷口の一部数量を検査するもの

植物の種類 検査荷口の大きさ 検査すべき数量

球根類及びその部分 アマリリス、グラ 1,000個未満 30％以上

であって栽培の用に ジオラス、クロッ 1,000個以上 4,001個未満 300個以上

供するもの カス、すいせん、 4,001個以上 10,001個未満 450個以上

ダリア、チューリ 10,001個以上 20,001個未満 600個以上

ップ、にんにく、 20,001個以上 40,001個未満 750個以上

ヒアシンス、ゆり 40,001個以上 900個以上

等

生果実 オレンジ かりん 200 未満 20％以上、 、 kg

グ レ ー プ フ ル ー 200 以上 1,000 未満 40 以上kg kg kg

ツ、なし、ぶんた 1,000 以上 2,000 未満 60 以上kg kg kg

ん、ポンカン、ま 2,000 以上 5,000 未満 80 以上kg kg kg

るめろ、りんご、 5,000 以上 10,000 未満 130 以上kg kg kg

レモン等 10,000 以上 20,000 未満 180 以上kg kg kg

20,000 以上 60,000 未満 220 以上kg kg kg

60,000 以上 120,000 未満 300 以上kg kg kg

120,000 以上 200,000 未満 370 以上kg kg kg

200,000 以上360,000 未満 450 以上kg kg kg

360,000 以上 500 以上kg kg



⑤ 検疫を確実に実施するため、植物の輸入は、郵便物を除き植物防疫法に基

き指定する港及び飛行場以外の場所で輸入してはならないこととされてお

り、現在、137港（海港103、空港34）を植物の輸入できる海空港として指定

している。

植物防疫法に基づき指定された港及び飛行場（平成15年４月現在）

１ 港（103港）

紋別港、網走港、根室港、花咲港、釧路港、十勝港、苫小牧港、室蘭港、函館港、小樽

港、石狩湾港、留萌港、稚内港、青森港、八戸港、宮古港、釜石港、大船渡港、石巻港、

仙台塩釜港、秋田船川港、能代港、酒田港、相馬港、小名浜港、日立港、常陸那珂港、鹿

島港、木更津港、千葉港、京浜港、横須賀港、直江津港、柏崎港、新潟港、伏木富山港、

七尾港、金沢港、内浦港、敦賀港、田子の浦港、清水港、御前崎港、三河港、衣浦港、名

古屋港、四日市港、舞鶴港、阪南港、大阪港、神戸港、姫路港、新宮港、和歌山下津港、

境港、浜田港、宇野港、水島港、福山港、尾道糸崎港、竹原港、呉港、広島港、岩国港、

平生港、三田尻中関港、山口港、宇部港、関門港、徳島小松島港、詫間港、丸亀港、坂出

港、高松港、宇和島港、松山港、今治港、三島川之江港、高知港、須崎港、博多港、苅田

港、三池港、唐津港、伊万里港、長崎港、佐世保港、水俣港、八代港、三角港、熊本港、

、 、 、 、 、 、 、 、 、大分港 佐伯港 細島港 油津港 志布志港 鹿児島港 川内港 米ノ津港 金武中城港

那覇港、平良港、石垣港

２ 飛行場（26飛行場）

新千歳空港、函館空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、福島空港、新東京国際空港、

東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋空港、関西国際空港、美保飛行

場、岡山空港、広島空港、高松空港、松山空港、福岡空港、長崎空港、熊本空港、大分空

港、宮崎空港、鹿児島空港、那覇空港、嘉手納飛行場

３ 携帯する植物のみ輸入可能な飛行場（８飛行場）

帯広空港、山形空港、庄内空港、鳥取空港、出雲空港、山口宇部空港、高知空港、佐賀

空港



５．植物防疫所の組織

、 （ 、 、 、 ）植物防疫所の組織は 本所－支所－出張所 ５本所 14支所 55出張所 計74

の３段階の組織により構成されている。

植物防疫所の定員は、業務量の増加に応じた増員が図られてきている（平成15

年度総定員946名、うち植物防疫官837名 。）

植物防疫所の定員の推移
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植物防疫所所在一覧
　　（平成15年４月１日現在）

○和歌山

伊万里○


