
植物防疫所見学・説明会

～「植物検疫」日本の農業を病害虫から守る仕事 ～質疑応答概要

【１月３１日】

Q1 害虫の検査は目視で行うということですが、肉眼による同定が困難なもの

は遺伝子検査をしないのでしょうか。

A1 検査は通常目視で行います。虫がついている植物は、食害により変色等の

症状が表れるので、虫そのものだけでなく、そのような点にも注意して検査

を行います。虫が発見された場合は、顕微鏡を使って同定を行い、検疫の対

象となるものかならないものかを判断して合否を判定します。

遺伝子検査は必ずしも、全ての害虫を種レベルで同定できるものではあり

ません。

Q2 卵は成虫になるまで育ててから同定を行うということですが、ＰＣＲ等の

遺伝子検査で同定はしないのでしょうか。

A2 害虫の遺伝子診断については、植物防疫所ではまだ実用化されていません

が、一部の種について検査に取り入れる方向で検討を行っています。

Q3 農水省のホームページを見ると輸入品の積戻しという事例がありますが、

どの程度の積戻しがありますか。中華街関係のものが多く積戻しになってい

ると感じています。

A3 不合格の統計データはありますが、そのうち積戻しになったものがどの程

度かの統計データは取っていません。

Q4 マンゴウ乾果は検査不要品という説明がありましたが、ドライフルーツは

全て検査なしで輸入できるのでしょうか。

A4 加工の程度が不十分なものは輸入禁止品となったり、検査の対象となるも

のがありますが、一般的に製品化されているものは、検査不要品となること

が多いです。

＜参考＞

「輸入植物検疫規程」（昭和２５年７月８日付け農林省告示第２０６号）<抜粋>

第六条 次の各号に掲げる物は、法第二条第一項の植物に該当しない。

一 ～ 七 省略

八 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



Q5 輸入量と輸出量の比率は？

A5 今、具体的な数字をあげることはできませんが、圧倒的に輸入が多いです。

比率については、植物防疫所のホームページの統計データで確認していただ

くことが可能です。

Q6 輸入される植物の中に遺伝子組み換え体があった場合、どのように検査を

行っているのでしょうか。

A6 植物検疫の対象ではありませんが、一部について植物防疫所で対応してお

り、現在は栽培の用に供するアマニ（アマ種子）を立ち入り検査の対象とし

ています。

Q7 とうもろこしや大豆は輸入されるたびに遺伝子組み換えの検査をするので

しょうか。

A7 植物防疫所は、外国から輸入される栽植用の種子に未承認の遺伝子組換え

体が入ってくる可能性がある場合に、遺伝子診断による調査を行います。以

前はトウモロコシ３種を対象に遺伝子組換えの調査を行っていました。

Q8 相手国が輸出の条件を何も要求していない場合、検査はしないということ

ですが、その場合、証明も何も付かずに輸出されるということでしょうか。

A8 はい、そのとおりです。検査を実施しないので検査証明書は付きません。

Q9 生鮮野菜について、輸入検査が行われる頻度と抽出率はどれくらいでしょ

うか。

A9 輸入の度に、毎回輸入検査の申請をしていただきます。植物防疫所は、申

請のあった荷口を対象に検査のためのサンプリングを行います。抽出率は荷

口の大きさにより細かく定められており、例えばオレンジ生果実だと、200Kg
未満の荷口の場合は 20%以上、360t 以上の荷口の場合は 500Kg 以上抽出しま

す。

Q10 不合格の割合について具体的な数字を教えて下さい。また、返送という処

置はイメージができるのですが、消毒や廃棄といった処置はどのように行わ

れているのか教えて下さい。

A10 消毒方法は主にくん蒸です。くん蒸に使用する薬剤は、発見された害虫の

種類等により異なりますが、臭化メチル、青酸ガス、リン化アルミニウムの

いずれかを使用します。廃棄する場合は、焼却施設で処理します。

羽田空港支所における検査実績はまだ少ないですが、合格率は、切り花

85.5%、果物 100%、野菜 97.7% です。

なお、全国集計の合格率は、切り花 85.1%、果物 26.3%、野菜 94.1% です。



Q11 臭化メチルは全世界で発がん性があるということで使用が規制されている

と思いますが、まだ使っているのですか。

A11 臭化メチルは、オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書で指定され

ているため、その使用が制限されています。植物検疫用途については、他に

代替技術がないということで例外として使用が認められていますが、植物防

疫所では、臭化メチルの使用量を削減するため、代替技術の開発に関する調

査研究を実施しています。

Q12 どのような植物に臭化メチルを使っているのでしょうか。

A12 穀類、野菜類、生果実、切り花等に使用しています。

Q13 先ほど侵入病害虫により大きな被害があった事例として、ブドウの話とア

イルランドの話を紹介していただきました。日本の農業では米と大豆が一番

大切だと思いますが、ＴＰＰが締結されると、より多くの農作物が輸入され

るようになると考えられます。今後、日本の米などで、同じような大被害が

起こる可能性はありますか。

A13 ほとんどの国（朝鮮半島及び台湾を除く）からのいね、稲わら、もみ及び

もみがらには、日本で未発生のイネの病害虫が付着している危険性があるた

め輸入禁止となっています。

現在の防除体制は、ブドウのフィロキセラやアイルランドのジャガイモ疫

病で被害があった時代と異なっていますので、国民全体が飢えてしまうよう

な甚大な被害は起こらないと想定していますが、日本が輸入禁止対象として

いる病害虫については、万が一国内に侵入した場合、大きな被害が出ると考

えられています。

Q14 国際植物防疫条約により、植物検疫の措置が必要以上に貿易を阻害しては

ならないとされていますが、諸外国を見ると日本ほどＷＴＯを重視しておら

ず、日本は真面目に対応し過ぎと感じています。

しかし、植物検疫はとても重要なので、早く検査をしろという業者の圧力

があるかと思いますが、時間を要する検査や何億円もかけて輸入したものを

廃棄や返送処分にするということについて、今後も勇気をもってしっかりと

対応していただきたいと思います。

植物防疫全般について、ソフト面又はハード面で困っていること、また、

羽田空港において困っていることがあれば教えて下さい。

A14 植物検疫は、国際ルールに則って実施しなければなりません。

現在、日本は制度を見直していこうと考えており、検疫の対象とする病害

虫を絞り込み、適切な検疫措置を当てはめていく作業をしているところです。

完成までには数年かかると思いますが、国際ルールに合わせつつ、検疫の対

象を明確にして、それぞれの検疫対象に適した措置をしっかりと、より良い

方法で行っていきたいと考えています。



Q15 植物防疫所は人が足りないのではないかと感じましたが、いかがでしょう

か。

A15 定員の要求や適正な配置を行うことで対応しています。

【２月１日】

Q1 植物検疫と食品の検疫は別という説明がありましたが、両方が必要な場合、

どのような検査手順で行われるのでしょうか。

A1 通常、先に植物検疫の検査を行い、病害虫がいないことを確認してから厚

生労働省検疫所がサンプルを採取して検査を行いますが、並行して行うこと

もあります。

Q2 去年、名古屋でＣＯＰ１０が開催され、生物多様性が多くのメディアで取

り上げられました。植物検疫は日本の農業を守るための検査だと思いますが、

生物多様性を守るための検疫が必要という意見もあるかと思います。もし、

植物防疫所で検査項目を増やす等の対応をしていれば教えて下さい。

A2 植物検疫は、植物防疫法に基づき、農林業に有害な病害虫を取り締まるこ

とを基本としています。生物多様性の関係は、環境省が担当しています。た

だし、カルタヘナ議定書の関係で、一部の輸入される遺伝子組み換え植物（ア

マニ（アマ種子））の検査を植物防疫所が担当しています。

Q3 ２番目のプレゼンテーションにおいて、国民の理解と協力が必要という話

がありましたが、具体的にどのような理解・協力を得ることを目指している

でしょうか。我々が日常生活で触れることのない世界なので、具体的にどの

ような理解・協力があれば、皆さんの仕事が円滑に進むのか、目指している

ところがあれば教えて下さい。

A3 例えば、携帯品の検査において、輸入禁止品を持ってきてしまった人に国

内に持ち込むことができないということを説明させていただいているのです

が、「持ち込んではいけないとは知らなかった。これくらいならいいだろう。」

と言われることが数多くあります。知らなかったとしても、一たび国内に病

害虫が侵入してしまうと大変なことになりますので、ご理解とご協力をいた

だきたいと思います。

また、貨物の輸入検査においても、重要な病害虫が発見された際に、廃棄

や返送の処置が必要ということを説明させていただいていますが、病害虫が

どのように日本国内に影響があるのかということを理解していただくのは難

しいと感じています。人の健康に直接影響があるわけではないので、理解し

づらいのだと思います。1mm、2mm の虫なのだからいいだろうと言われるこ

ともあります。植物を輸入する皆様には、日本の農業に影響があるというこ

とをご理解をいただきたいと思います。



Q4 どのくらいの頻度で検査しているのでしょうか。

A4 輸入の度に、毎回輸入検査の申請をしていただきます。植物防疫所は、申

請のあった荷口から検査のためのサンプリングを行います。抽出率は荷口の

大きさにより細かく定められており、例えばオレンジ生果実だと、200Kg 未

満の荷口の場合は 20%以上、360t 以上の荷口の場合は 500Kg 以上抽出します。

なお、植物防疫所のホームページを見ていただければ、サンプルの抽出率

等も掲載されていますので、ご確認いただければと思います。

Q5 入国からサンプルを抽出して、合格証明書が発行されるまでの時間を教え

て下さい。

A5 検査は、何の問題もなく合格であれば２～３時間で済みますが、病害虫が

発見されると、同定作業に時間がかかる場合がありますし、さらに消毒を必

要とする場合はその時間も必要となります。

Q6 羽田空港における植物検疫について、現状はどの程度の稼働状況で、今後

どの程度増加していくと考えていますか。

A6 植物検疫については、輸入量の増加に対応できる体制ですが、貨物の輸入

には、輸入業者側で周辺施設や物流ルートの整備が必要です。羽田空港は大

田市場にも近く、利便性があると考える業者が増えれば、輸入体制が整備さ

れて輸入量は増加するものと思われますが、どの程度輸入量が増加するかと

いうことについては、植物防疫所で予測することはできません。

Q7 本日、羽田空港支所の施設を見せていただきましたが、海港の植物防疫所

では、空港とは施設が違うのでしょうか。

A7 空港の場合は、施設の中で検査を行いますが、海港の場合は、コンテナヤ

ード、倉庫、穀類専用船、木材専用船等に出向いて検査をすることがほとん

どです。２次検査等が必要な場合は、植物防疫所に持ち帰って精密な検査を

行います。

Q8 羽田空港の国際線は開港して間もないと思いますが、この時期は検査に時

間がかかるというような植物検疫の繁忙期はありますか。

A8 羽田空港では、植物検疫の体制を整えて職員を揃えましたが、本格的な貨

物の輸入については、まだ輸入業者が様子を見ている状況ですので、今のと

ころは、繁忙期がいつになるかはっきりしていません。

Q9 荷口からサンプリングして検査を行うということですが、検査をすり抜け

て実際に国内に侵入してしまった事例があれば、具体的な数字を教えて欲し

い。どの程度防げていて、どの程度防げていないのかを知りたいです。

A9 どの程度防げているかという具体的な数字をあげることは難しいです。具

体的な阻止率を算出するには、輸入された全ての植物についていた病害虫の



数が母数として必要だからです。

侵入を阻止できなかった事例としては、イネミズゾウムシがあげられます。

これはゾウムシの１種ですが、現在稲の害虫として全国にまん延しています。

侵入原因は特定されておりません。

また、ウメ輪紋病（プラムポックスウイルス）についても侵入を許してし

まった事例としてあげられます。現在、東京都の一部で発生しておりまして、

緊急防除を実施しています。これは、ウメの苗木又は穂木で侵入したと推測

していますが、どのように侵入したかは、現時点では分かっていません。

これらの事例を教訓に植物検疫の体制をさらに整備したいと考えておりま

す。

Q10 お金のかからない方法で検疫をしていると感じました。検査の精度向上、

時間短縮について、今以上の方法がないのか検討していますか。つまり、検

査で抽出したサンプルを全てすり潰して、遺伝子診断で特定の虫に一致させ

るような技術を使えば、瞬時に合否が判定できるではないでしょうか。

A10 検査対象が多量なので、１次検査でふるいを振るって目視検査をすること

は、とても効率的な方法です。虫そのもの、あるいは植物の変色や食害痕を

観察することはとても重要であり、虫が発見されれば、必要に応じてプレパ

ラート標本を作成して顕微鏡で同定作業を行います。

遺伝子診断の併用については、植物防疫所内でも検討していますが、１～

２種類の決まった病害虫を対象に検査をするのであれば、遺伝子診断で迅速

に合否を判定することは可能だと思われますが、植物検疫の検査で発見され

る病害虫は不特定多数であり、それら全ての病害虫をターゲットに遺伝子診

断を行うことは現在の技術では難しい状況です。ＰＣＲ等の技術は様々な場

面で利用されていますが、ターゲットが決まっていてこそ利用できる技術で

す。遺伝子診断は万能ではなく、病害虫の形態から同定可能なものは、目視

による検査が一番効率的な方法です。

Q11 海外でも植物検疫も日本と同じ方法で行っているのでしょうか。

A11 ＰＣＲ法、ＬＡＭＰ法、エライザ等、植物検疫に使える検査技術は限定され

ておりますので、外国とそれほど大きな違いはありませんが、日本は先進的

といっていいと思います。

また、植物検疫の方法には、検疫措置をどのように適用するかということ

も関わってきます。今後は輸出国に対する要求事項として、輸出前に輸出国

でＰＣＲ検定をしてもらう等の措置が必要になるかもしれません。

さらに、水際で阻止することが難しい病害虫については、日本国内におい

て侵入警戒調査をしっかりと実施し、万が一侵入した場合に迅速に対応でき

る体制を整えておくことも必要です。

これら検査技術と検疫措置を組み合わせて、一番有効な検疫手法を適用す

ることが大切です。



Q12 国内に持ち込まれるものは、手荷物と貨物があるということですが、切り

花等で、この国のこの品目は注意しなければいけないというものはあります

か。

A12 ○○産のバナナから○○がよく見つかるという統計データはありますの

で、注意している病害虫はあります。例えば、中国産の切り花では、タバコ

コナジラミ、オンシツコナジラミ、アブラムシ類等の発見事例が多く、中国

から輸入されるキクだけでも１０種類以上の病害虫が発見されています。発

見された病害虫については全てデータをとっていますし、これまでに発見さ

れたことがない病害虫でも新しい情報があればその情報を共有して検査を行

います。

Q13 輸出入に季節性はありますか。

A13 輸入される貨物には季節性があります。例えば、春の野菜のアスパラガス

は、南半球のオーストラリアから秋に大量に輸入されます。また、虫自体に

も、この国のこの虫がこの時期に多く見つかるという傾向がありますので、

発見記録を蓄積したデータを基に、植物防疫所内で情報を共有して検査を実

施しています。

Q14 遺伝子組み換え植物については、厚生労働省の仕事というイメージがあり

ますが、植物防疫所ではどのような対応していますか。

A14 食品の遺伝子組換え体については、厚生労働省が担当しています。植物防

疫所では、栽植用アマニ（アマ種子）の未承認遺伝子の検査を行っています。

Q15 アマニについては、入ってきてもいいのでしょうか。

A15 承認されているものは輸入可能です。植物防疫所では、未承認のものが混

入しているかどうかを検査しています。

Q16 検査室の温度は１５℃ということですが、花の鮮度管理で工夫している点

はありますか。

A16 植物防疫所では、検査室の温度管理と共に迅速な検査を心がけております。

また、羽田空港では、生鮮貨物用の保税倉庫も低温保管が出来るためクー

ルチェーンが確立しています。


