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（１） 植物防疫制度の必要性と目的 - ①

 国内外を問わず、病害虫のまん延が深刻な農業被害をもたらし、国民生命に重大な影響を及
ぼした事例が多数存在。食料の安定供給のためには、植物の移動を規制し、病害虫の侵入・ま
ん延を防ぐ植物防疫制度を適切に運用することが重要

1845年、アイルランドにアメリカから
ジャガイモ疫病が侵入し、まん延

海外における病害虫の被害例②

ヨーロッパ最後の大飢饉が発生

100万人以上が死亡
150万人が北米大陸へ移住

主食のジャガイモに壊滅的な被害が発生

享保17（1732）年に気候不順による作物の
生育不良に加えてウンカ類が大発生

防除する技術がなく水稲に甚大な被害

享保の飢饉
200万人以上が飢え、1万2千人が餓死

国内における被害例

1860年頃、アメリカからブドウ苗が
フランスに持ち込まれる

海外における病害虫の被害例①

ブドウ生産に壊滅的な被害

アブラムシの一種であるﾌﾞﾄﾞｳﾌｨﾛｷｾﾗが付着
して持ち込まれ、10年程度で全土にまん延

1872年、ドイツがﾌﾞﾄﾞｳﾌｨﾛｷｾﾗの侵入を
防ぐため、ブドウ苗の輸入を禁止

世界初の植物検疫

 現在でも世界の食料のうち２～４割が病害虫の被害により喪失しているとされ、植物防疫の重
要性は不変
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（１） 植物防疫制度の必要性と目的 – ②

 日本では、植物検疫に関する輸出入植物取締法（大正３年）と国内の病害虫防除に関する害虫
駆除予防法（明治２９年）を一本化し、昭和２５年に植物防疫法を制定

 農業生産の安全及び助長を図ることを目的として、１）国内に存在しない、もしくは国内の一部に
存在する病害虫の侵入・まん延防止を図るための輸入・国内検疫、２）国内に存在する病害虫
の防除を図るための国内防除、３）輸出先国・地域の要求に応じた検査を行う輸出検疫を実施

 この目的を達成するため、植物防疫所を設置して植物防疫官を置くとともに、各都道府県に病害
虫防除所を設置

国内に存在しない、もしくは
国内の一部に存在する病害
虫の侵入・まん延防止

国内に存在する病害虫の
防除

輸出先国・地域の要求に
応じた検査

植物防疫法（昭和２５年）

国内防除

輸入検疫

輸出検疫

国内検疫

輸出入植物取締法
（大正３年）

害虫駆除予防法
（明治２９年）

・輸入植物の検査
・植物、検疫有害動植物の輸入禁止
・輸出国への栽培地検査の要求

・侵入警戒調査の実施
・国内侵入後の初動対応
・緊急防除
・流通する種苗の検査
・国内における植物の移動制限

・発生予察事業
・病害虫防除所の設置
・総合的病害虫・雑草管理の推進

・輸出植物の検査
・輸出植物の栽培地検査
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（参考） 植物防疫所と病害虫防除所

嘉手納

横浜植物防疫所

平良

石垣

那覇空港

長崎

福岡支所

福岡空港

伊万里

志布志

八代

鹿児島支所

名瀬支所

神戸植物防疫所

大分

細島 坂出支所

小松島

高知

門司植物防疫所
尾道

下関

境港

広島支所

松山

水島

関西空港支所

大阪支所

中部空港支所

四日市 南部

名古屋植物防疫所

直江津

新潟支所

伏木富山支所

清水支所

羽田空港支所

東京支所

千葉

鹿島

那覇植物防疫事務所

石巻

小名浜

塩釜支所

八戸
秋田

函館

弘前

室蘭・苫小牧

静岡空港

釧路
新千歳空港

札幌支所

小樽

小松空港

成田支所

（ 小笠原）

駐在所（ ５所）

本 所（ ５所）

支 所（１６所）

出張所（３５所）

指定港:159箇所
（海港:113箇所、空港:46箇所）

※ 所在地は2020年４月時点

（主な業務）全国の空海港での輸入検疫、輸出検
疫、国内検疫。また、病害虫の同定・リスク分
析（PRA）や、消毒技術の開発などの調査研究

植物防疫所

【植物防疫官数の推移】

※ 定員は年度末定員

年度 2016 2017 2018 2019 2020

植物防疫官（人） 901 921 934 947 963

病害虫防除所

年度 2016 2017 2018 2019 2020

職員数（人） 269 250 242 241 244

【病害虫防除所職員の推移】

（※）本務（防除所に主として所属している職員）職員数をカウント

（設置場所）全国の空海港に設置（５本所、１６支
所、３５出張所）

（主な業務）病害虫発生予察（予察情報の作成と
提供など）、防除指導（防除技術の指導など）、
農薬安全指導

（設置場所）各都道府県に設置
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（１）植物防疫制度の必要性と目的 – ③

 植物防疫に関する措置は、ＷＴＯ/ＳＰＳ協定やＩＰＰＣ等に従い科学的根拠や国際基準に基づい
て実施することが必要

 我が国では、最新の文献や諸外国における検疫当局の措置の実施状況等を踏まえ、科学的な
根拠に基づくリスク評価を行い、侵入を警戒すべき病害虫の指定・見直しや検疫措置の制定・
見直しなどを実施

ブドウフィロキセラまん延防止
国際条約（１８７８年）

【ＩＰＰＣ】（1952年）

主な活動

植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）の策定及び
その実施、技術協力、加盟国間の情報共有等

１８４ヶ国・地域が加盟

① 検疫措置は、必要な限度においてのみ適用すること
② 検疫措置は、科学的な原則に基づいてとること
③ 加盟国間及び国内外で不当な差別をしないこと
④ 関連の国際基準等がある場合は、それに基づき措置を適用すること
⑤ リスク評価に基づいた検疫措置を適用すること

加盟国の主な義務

【ＷＴＯ/ＳＰＳ協定】（1995年）

人､動物又は植物の生命又は健康を守るというSPS措置の目的を達成しつつ､貿
易に与える影響を最小限にするための国際ルール。ＷＴＯ協定附属書の１つとし
て１９９５年１月に発効。

１６４ヶ国・地域が加盟

衛生植物検疫措置の適用に関する協定（Sanitary and Phytosanitary Measures） 国際植物防疫条約（International Plant Protection Convention）
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（１）植物防疫制度の必要性と目的 – ④

 国際植物防疫条約（ＩＰＰＣ）事務局への専門家の派遣等を通じて、国際基準の作成に積極的に
関与するとともに、各国における植物防疫に関する能力向上に取り組んでいる

国際会合への開催・参加

• 2019年11月、主要な越境性病害虫の発生や管理に関す
る情報交換を行うとともに、研究者のネットワーク構築を
促進するため、日本で開催

【ツマジロクサヨトウに関するアジア地域ワークショップ】

• 2019年11月に中国で開催され、日本の発生・対応状況等
を共有するとともに、アジア諸国における被害状況、防除
策等について情報収集

【越境性植物病害虫の研究連携に関する国際ワークショップ】

【Xylella fastidiosaに関する国際シンポジウム】

• 2017年5月に豪州で開催され、世界的に拡大が懸念さ
れる同細菌病の媒介昆虫、宿主植物、診断方法等につ
いて情報交換

 また、国際会合の開催や参加を通じて、各国とのネットワークを構築するとともに病害虫の発生
等に関する情報を収集

国際機関との協力

【ＩＰＰＣ等への専門家の派遣】

【JICA技術協力プロジェクト】

• FAO本部（ローマ）に専門家を派遣し、国際植物防疫条約（IPPC）
事務局において、国際基準を適切に実施するための計画策定や
手引書の作成を支援

• FAOアジア太平洋事務所（バンコク）に専門家を派遣し、ﾂﾏｼﾞﾛｸｻ
ﾖﾄｳなど病害虫の侵入拡大が課題となっているアジア地域におい
て、植物防疫に係る能力向上を支援

• 2018年及び2019年にエチオピアに専
門家を派遣し、植物検疫に関する研
修を実施

• 2019年に日本において、キルギス共
和国の植物検疫当局職員に対する
研修を実施
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（２） 輸入検疫（概要）

 輸入貨物、旅客携帯品、国際郵便物を介し、病害虫が付着した植物（種苗を含む）が輸入されるこ
とのないよう、空海港で病害虫の付着の有無を検査する輸入検査を実施

コンテナ貨物検査（生鮮野菜）本船のこく類検査

携帯品検査 郵便物検査

年

輸入検査検査件数（合計）

貨物（件） 郵便（件） 携帯品（件）

2016年（平成28年） 650,159 134,152 345,772

2017年（平成29年） 646,130 142,010 363,269

2018年（平成30年） 638,571 145,356 345,570

2019年（令和元年） 627,338 127,407 325,970

2020年（令和２年） 563,635 150,784 85,797

【検査件数の推移】
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（２） 輸入検疫（リスクに応じた検査）

 病害虫が万一侵入した場合の農作物への被害や輸入検査での発見の困難性に応じ、適用され
る検疫措置は異なる

輸入可能

 病害虫の発生状況は国・地域によって異なることから、同じ植物であっても輸出国・地域によっ
て異なる検疫措置が適用される場合がある

【輸入植物検査の流れ】

製茶や木工品（高度に加工
されたもの）など

［検査対象外］

［検査対象］

輸出国において栽培地での
検査や精密検査などを実施

輸 入 時 の 検 査

輸入後、速やか
に病害虫の有
無を検査

合格

不合格
消毒

輸入可能

• ELISA法、PCR法などの精密検査
• 隔離ほ場における一定期間の栽培

検査（隔離検査）

必要に応じ、以下の検査を適用

輸入不可

廃棄又は
返送

［輸入禁止対象］
ただし、輸出国と病害虫の侵
入防止措置に合意した場合

原則輸入禁止
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（参考） 輸入検疫（輸入禁止）

 日本に侵入した場合、農作物に甚大な被害をもたらすリスクが高く、かつ輸入時の検査では発
見が困難な検疫有害動植物が付着する植物を輸入禁止品として指定

 加えて、検疫有害動植物が存在するリスクが高い土、生きた検疫有害動植物そのものも輸入を
禁止

 植物の病害虫は国や地域によって発生状況が異なることから、同じ植物であっても輸入禁止と
なる国・地域とならない国・地域は異なる

【同じ植物であっても国・地域によって輸入の可否は異なる】

 輸入禁止品であっても、輸出国と輸入禁止対象の検疫有害動植物の侵入防止措置（殺虫処理
条件等）に合意し、当該措置が適切に行われている場合にはこれらを確認した上で輸入が認め
られる（輸入解禁）

【近年輸入解禁した品目の例】

• エジプト産かんきつ類生果実（令和２年11月）
• イスラエル産ハス種アボカド生果実（令和２年10月）
• ベトナム産ティエウ種れいし生果実（令和元年12月）
• コロンビア産ハス種アボカド生果実（令和元年７月）

等

ｲﾀﾘｱ、ｽﾍﾟｲﾝ 米国

チチュウカイミバエ等
が発生

チチュウカイミバエ等
が発生していない

輸入可能STOP
輸入 不可

⇒⇒
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（３） 国内検疫（概要）

 国内に存在しない、又は一部にのみ存在している有害動植物の侵入・まん延を防止するため、
侵入警戒調査、移動規制、緊急防除を実施

 また、種苗に有害な動植物が寄生していた場合、甚大な被害を及ぼすおそれがあることから、
そのまん延を防止するため、種ばれいしょを対象とした種苗検査を実施

【侵入病害虫による被害の実例】

・根絶までの期間 ： 26年（S43年～H 5年）
・防 除 費 用 ： 約254億円

沖縄県等にミカンコミバエやウリミバエが侵入し、
カンキツやウリ類などに大被害が発生

発生地域において根絶のための防除を実施

措置 内容

侵入警戒調査 病害虫の侵入を早期に発見するため、全国の海
空港や生産ほ場で調査を実施

緊急防除 有害な病害虫の駆除又はまん延防止をはかるた
め、移動制限や植物の廃棄等の私権の制限を伴
う防除対策を実施

移動規制 国内の一部に存在する病害虫の未発生地域への
まん延防止を防止するため、宿主植物の移動を制
限・禁止

種苗検査 種苗の健全性を確保し、病害虫のまん延を防止す
るため、その栽培中に検査を実施
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（３） 国内検疫（侵入警戒調査）

 国内に存在しない病害虫が侵入した場合、一刻も早い発見と初動防除が何よりも重要

 全国の空海港やほ場において侵入警戒調査を実施。発見された場合には、植物防疫所、病害
虫防除所等との連携のもと、速やかに初動防除を実施

【侵入警戒調査の対象病害虫】 【侵入警戒調査の例】

１．ミバエ類、コドリンガなど
対象害虫の誘引剤を入れたトラップを設置し、定期的に誘殺がないか確認

２．火傷病菌、カンキツグリーニング病菌など
対象病害の宿主植物を巡回調査し、対象病害の疑似症状がないか目視で

確認

・チチュウカイミバエ
・ミカンコミバエ種群
・ウリミバエ
・コドリンガ
・アリモドキゾウムシ
・イモゾウムシ
・アフリカマイマイ
・火傷病菌
・スイカ果実汚斑細菌病菌
・カンキツグリーニング病菌 など

アリモドキゾウムシ

カンキツグリーニング病
（左：罹病樹、右：健全樹）

コドリンガ

ミバエ類の侵入警戒調査

 国内に存在しない病害虫が侵入した場合、早期発見と早期防除が何よりも重要

 全国の空海港や生産ほ場において侵入警戒調査を実施。発見された場合には、国は、都道府
県等との連携により、速やかに初動防除を実施
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（３） 国内検疫（緊急防除）

 我が国の農産物に甚大な被害を及ぼす病害虫が侵入したり、国内の一部に存在していた病害
虫が何らかのきっかけで急激に勢力を増してまん延のきざしが出た場合などに、緊急防除を実
施し、駆除又はまん延を防止

 緊急防除の実施により、寄主植物の作付けの禁止、移動の制限、消毒、廃棄等の命令が可能。
実施に当たっては、防除を行う区域及び期間を決定し、告示する必要

ミカンコミバエ種群の事例

【成虫】 【幼虫】

• 大正8年に沖縄本島で発見されて以降、南西諸島及び小笠原諸島での分布が
確認され、昭和43年から根絶防除を実施した結果、昭和61年に根絶を達成。

• 根絶以降も、毎年、中国、台湾等から南西諸島に飛来。例年数頭～数十頭の
誘殺が確認されており、国と県が協力して防除対策を実施し、その定着を防止。

• こうした中、平成27年９月、鹿児島県奄美大島において、継続的な誘殺を確認。

• これを受け、本虫の駆除のため、誘殺板（テックス板）の散布や寄主果実の除
去等を実施。さらに、本虫のまん延を防止するため、平成27年12月13日から植
物防疫法に基づく緊急防除を開始し、寄主植物の島外への移動規制を実施。

• これら対策を講じた結果、最後の誘殺から3世代相当期間、誘殺が確認されな
かったことから、有識者の意見を踏まえ根絶を確認し、平成28年7月14日に緊
急防除を解除。

ジャガイモシロシストセンチュウの事例

【シロシストの形態】 【対抗植物の植栽】

• 平成27年８月、北海道網走市の一部地域において、我が国で初めてジャ
ガイモシロシストセンチュウの発生を確認。

• 平成28年10月、本線虫が確認された12大字を防除区域に指定し、植物防
疫法に基づく緊急防除を開始。

• 現在、当初本線虫が確認された163ほ場のうち155ほ場（約95％）で本線虫
の密度が検出限界以下。

• 令和元年８月、北海道斜里町の一部地域において、本線虫の発生を確認
し、その後の調査を基に斜里町及び清里町の６大字を防除区域に追加
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（３） 国内検疫（移動規制）

 我が国には、特定地域には存在するが他の地域には未発生の重要な病害虫が存在。未発生
地域へのまん延を防止するため、これらの病害虫及びその寄生植物の移動を規制

持ち出せないもの 発生地域

植物：さつまいも、ようさい、あさがお、

ぐんばいひるがおなどの生茎葉

及び地下部

害虫：アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、

サツマイモノメイガ、アフリカマイマイ

沖縄県全域（※）、

奄美群島、

トカラ列島、

小笠原諸島

植物：ミカン科植物の一部の生植物（果実、

種子は除く）

病原：カンキツグリーニング病菌

害虫：ミカンキジラミ

沖縄県全域

徳之島、沖永良部島及び
与論島

持ち込めない地域

左の地域を除く国内全地域

沖縄県を除く国内全地域

徳之島、沖永良部島及び与
論島を除く国内全地域

STOP

移
動
規
制
（
法
第
十
六
条
の
二
・
第
十
六
条
の
三
）

STOP

STOP

※ アリモドキゾウムシについては、久米島、奥武島及びオーハ島を除く（平成25年4月、久米島等で同虫の根絶を達成）。

アリモドキゾウムシ イモゾウムシ アフリカマイマイ
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（３） 国内検疫（種苗検疫）

【種馬鈴しょ検査の概要】

（１）対象地域
北海道、青森県、岩手県、福島県、群馬県、山梨県、長野県、岡山県、
広島県、長崎県及び熊本県

（２）対象病害虫
馬鈴しょウイルス、ジャガイモシストセンチュウなど

（３）検査の流れ

ほ場検査のようす

土壌検診のようす 検査合格証票

農林水産大臣が定める基準に基づき、
種苗管理センターが自ら検査を実施

種馬鈴しょ検疫規程に基づき、
植物防疫官が検査を実施

青果用等の馬鈴しょの生産（検査不要）

 種苗に有害な病害虫が寄生していた場合、短期間で全国各地に拡がり、甚大な被害を及ぼす
おそれ

 種苗の病害虫には、植付の段階ではすぐに感染が確認できない特徴を有するものが多く、これ
らは栽培中に検査することで判別する必要。このため、種苗の健全性が収穫に大きく影響を及
ぼす作物について、指定種苗として指定して栽培中に検査を実施。検査に合格しなければ種苗
としての移動は不可

 現在、種ばれいしょが指定種苗として指定
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（４） 国内防除（概要）

 農作物の安定生産のためには適期の病害虫防除が不可欠。特に病害虫は県境を越えて拡大
するため、国と都道府県が協力して病害虫の防除、まん延を防止する必要。このため、農林水
産省は都道府県等の関係機関と連携して、発生予察事業による病害虫の発生予測を推進

 都道府県は病害虫防除所を設置し、国の発生予察事業への協力、自らが行う発生予察事業の
実施、農業者等に対して発生予察情報を発出して防除を指導

① 植物の検疫に関する事務
② 防除についての企画に関する事務
③ 市町村、農業者等が行う防除に対する指導及び協力
④ 発生予察事業に関する事務
⑤ 防除に必要な薬剤及び器具の保管等
⑥ その他防除に関し必要な事務

【病害虫防除所が行う事務】

農林水産省

・発生予察事業の実施（指定有害動植物）

都道府県

協力・勧告

・病害虫防除所の設置
・国の発生予察事業への協力
・自らが行う発生予察事業の実施など

農業者、関係機関等に対し、病

害虫防除指針等に基づく適切な

防除の指導を実施

都道府県による防除指導

農業者等による防除の実践

適期防除 園地の見回り 16



（４） 国内防除（発生予察）

発生状況調査（都道府県）

栽培状況や周辺環境を踏まえて設置し

た調査地点において、作物の生育状況、

病害虫の発生状況等を調査
全国の調査結果と気象予報等を取りまとめて病害虫発生予報を発出（年10回）

 調査結果、気象予報等を取り
まとめて分析。病害虫の発生
を予測し、発生予察情報を作
成

 防除方法と併せて、関係機関、
農業者等に対し、発生予報を
発表（月１回程度）

 必要に応じて、警報、注意報、
特殊報を発出

都道府県

国（農林水産省）

発生予察情報の作成・提供

 広域に発生し、急激にまん延して農作物に被害を与える病害虫に関し、発生状況、気象、農作物
の生育状況等の調査を実施し、その後の病害虫の発生を予測し、それに基づく情報を農業者等
に提供（発生予察事業）

 農林水産省は「指定有害動植物」（※）に関し都道府県の協力のもと発生予察事業を実施し、都
道府県はそれ以外の有害動植物について発生予察事業を実施。

警報：重要な病害虫が大発生することが予測さ
れ、かつ、早急に防除措置を講ずる必要が
認められる場合に発表

注意報：警報を発表するほどではないが、重要な
病害虫が多発することが予測され、かつ、早
めに防除措置を講じる必要が認められる場
合に発表

特殊報：新たな病害虫を発見した場合及び重要
な病害虫の発生消長に特異な現象が認め
られた場合であって、従来と異なる防除対
策が必要となるなど、生産現場への影響が
懸念される場合に発表

（※）有害動物又は有害植物であって、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、
その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するもの
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（４） 国内防除（総合的病害虫・雑草管理）

 平成１７年の食料・農業・農村基本計画において、我が国農業生産全体のあり方を環境保全に
重視したものに転換することが明記。これを受け、環境負荷を低減した病害虫・雑草管理を推進

 総合的病害虫・雑草管理とは、予め病害虫・雑草の発生しにくい環境を整え（輪作、抵抗性品種
導入、土着天敵利用等）、病害虫の発生状況に応じて、天敵（生物的防除）や粘着板（物理的防
除）等の防除方法を適切に組み合わせ、病害虫の発生を抑制する手法

防除の種類 技術例

耕種的対策 高うね等による排水性の改善、ほ場内の雑草除去、適正施
肥、輪作、抵抗性品種の導入、作物の間作及び混作

物理的防除
防虫ネット、マルチ資材の利用
太陽光や蒸気の熱による土壌消毒、黄色粘着板などの光反
応を利用した防除

生物的防除 天敵（生物農薬）の導入、フェロモン剤

化学的防除 化学合成農薬

土着天敵の活用

黄色粘着板 防虫ネット 光反射板

【ＩＰＭの基本的な考え方】

病害虫・雑草が発生しにくい健全
な環境整備（品目横断的な対応）

様々な手法を組み合わせた防除対
策の実施（品目に応じた対応）

・輪作の導入、排水性の改善、
窒素過多の改善など

・物理的防除、・生物的防除、
化学的防除など

予
防

防
除
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（５） 輸出検疫

 日本から輸出される植物に対し、輸出先国が植物検疫証明書の添付を要求する場合、当該国
が指定する病害虫の付着がないか、要求に即した措置が実施されているかについて検査し、証
明書を発給

 空海港や集荷地等において目視検査を行うとともに、検査対象がセンチュウや病菌の場合には、
精密検定を実施

 種子、盆栽、生果実等は、輸出検査時に病原菌が感染していることの判定が困難であることか
ら、輸出に際し、栽培中に病害虫が発生していないことの検査が要求される場合がある（栽培地
検査）

【目視検査の例】 【精密検定の例】

【栽培地検査の例】

ＥＵ向け盆栽

• 年６回の栽培期間中における病
原菌の寄生や病害虫の発生がな
いことの検査（輸出に先立ち２年
間実施）

• 地上５０センチ以上の棚上げ栽
培等

【輸出検査件数の推移】

出典：植物検疫統計
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