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Ⅰ 植物検疫の国際的な位置づけ
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植物検疫の国際的な位置づけ

 植物検疫措置を講じることは、輸入国固有の権利として認められている

 しかしながら、この際には、① 科学的な原則に基づくこと、② 国内外で恣意的又は不当な差別
をしないこと、③ 国際基準がある場合には当該基準に基づくこと、等が定められており、この国
際基準として国際植物防疫条約（IPPC)及び同条約のもとで定められているガイドライン（ISPM）
が存在

 これらに従わない場合には、WTOの紛争解決手続きにより申し立てを行い、審理の結果、違反
が認められる場合には、是正勧告が行われ、対抗措置の発動等も可能
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【WTO/SPS協定上の位置づけ】

• 加盟国は、人、動物又は植物の生命又は健康を保護するために
必要な衛生植物検疫措置をとる権利を有する （SPS協定第2条
の１）（※SPSは、Sanitary and Phytosanitary Measuresの略）

• 人、動物又は植物の生命又は健康の保護のために必要な措置は、
関税その他の貿易障害を軽減するというGATTの取決めの一般
的例外（GATT第20条(b)）

【SPS協定における主なルール】

• 科学的な原則に基づいてとる、十分な科学的根拠なしに維持しない
(第２条の２)

• 加盟国間及び国内外で恣意的又は不当な差別をしない、国際貿易
に対する偽装した制限となるような態様で適用してはならない(第２
条の３)

• 国際基準がある場合には、国際基準に基づいてとる(第３条の１)

【国際植物防疫条約（IPPC)】

植物や植物生産物に対する病害虫の国際間の移動を防止し、
病害虫防除ののための適切な措置をとるための手続きに関する
国際的な取決め

1952年に発効し、184ヶ国・地域が加盟

【国際植物検疫措置に関する国際基準（ISPM)】

各国が、条約に基づく適正な検疫措置を適用するためのガイドラ
イン（現在44本が策定）

【ISPMの例】

• 輸出証明システム（ISPM7）
• 輸入規制制度の指針（ISPM20）
• 規制有害動植物のためのPRA（ISPM11）
• 規制有害動植物に対する植物検疫処理（ISPM２８）



Ⅱ 輸入検疫について
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１．輸入検疫の現状
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１．科学的知見に基づく検疫措置の決定 ①

 有害な動植物が国境を越えて侵入し、まん延することを防止するために、輸入植物検疫を実施

 輸入植物検疫の対象となる病害虫（検疫有害動植物）は、国際的なルールに従い、海外に存
在する膨大な病害虫に対し、順次、科学的な根拠に基づく病害虫リスク分析（Pest Risk 
Analysis; PRA)を実施した上で決定

 検疫有害動植物について、侵入した場合の農林業への被害や目視検査による発見の困難さな
どを踏まえて、検疫有害動植物が付着する植物に対し、輸入禁止、栽培地検査、精密検査など
異なる検疫措置を適用

 検疫措置を決定する際には、諸外国への通報や国内手続きを経る必要
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【PRAの実施】
PRAによる
• 検疫有害動植物
• 検疫措置案
の決定

• 輸入禁止
• 栽培地検査
• 精密検査等
• 輸入検査（目視、隔離栽培等）

【検疫有害動植物のリスクに応じ
た検疫措置の決定】• SPS協定に基づく諸外国へ

のSPS通報

• 植物防疫法に基づく公聴会

• 行政手続法に基づくパブリッ
クコメント

【国内外の手続き】



 我が国では、病害虫のリスク分析に関する国際的なガイドラインとして、ＩＰＰＣが策定した国際
基準（ISPM2（2007）及びISPM11（2004））に準拠し、PRAを実施
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（参考） PRAについて

ステージ１：開始
（分析対象の病害虫等を特定）

ステージ２：リスクの評価
（検疫有害動植物を特定)

ステージ３：検疫措置の検討
（リスクに応じて検疫措置を選択）

検疫措置案を決定

【病害虫リスク分析の概要】
病害虫リスクの要素

用途ごと

入り込みの可能性 ×
定着の可能性

まん延の可能性

経済的重要性

農林業への影響

病害虫自体の

病害虫リスクの決定方法

農林業への影響
（定着・まん延・経済的重要性）

入
り
込
み
の

可
能
性

高い 中程度 無視できる

高い 高い 中程度 無視できる

中程度 中程度 低い 無視できる

無視できる 無視できる 無視できる 無視できる



１．科学的知見に基づく検疫措置の決定 ②

 過去のPRAにより検疫措置を決定した検疫有害動植物であっても、病害虫の発生地域や寄主は
変化することも多い

 このため、我が国では最新の文献や諸外国における検疫措置の変更等の情報を定期的に収集
するとともに、諸外国の検疫当局から直接入手した情報等を踏まえ、適宜、病害虫リスク分析を
実施
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・諸外国によるSPS通報
・諸外国の検疫当局のHP情報
・最新の科学文献情報
・我が国での輸入検査における発見情報 等

「リスク管理情報」として、植物防疫所において
毎日以下の情報を調査し、新規情報の収集や
既存情報の更新を実施（年間約1，200件）

消費・安全局において、定期的に、得られた情報を分析し、
病害虫リスク分析の対象とするかどうかを判断

必要に応じて、病害虫の発生状況等を諸外国
の検疫当局に直接確認

病害虫リスク分析を実施

【リスク分析対象病害虫の選定フロー】



検疫有害動植物 世界における被害報告

我が国における対応（検疫措置の見直し）

2019（令和元）年 2020（令和２）年 2021（令和３）年

Tuta absoluta
（トマトキバガ）

• 原産国の南米ではトマトの大害
虫

• 本種に激しく加害されたトマト生
果実は商業的価値を失う

• 対象地域の追加
（東南アジア、アフリカ等）

• 寄主植物の追加
（しまほおずき生茎葉・生果実）

• 対象地域の追加
（ヨーロッパ、アフリカ等）

• 寄主植物の追加
（はこべほおずき生茎葉）

• 対象地域の追加
（ヨーロッパ、アフリカ※等）

※アフリカ全土として規定

Bactrocera dorsalis
species complex
（ミカンコミバエ種群）

• 寄主範囲が広く、防除をしてい
ない果実は100％の被害に達す
る場合もある

• 分布範囲の広さ、加害能力、経
済的な影響から多くの国で大き
な脅威と捉えられている

• 対象地域の追加
（アンゴラ等39カ国）

• 寄主植物の追加
（ユーゲニア属生果実等26種類）

• 対象地域の追加
（レユニオン）

• 対象地域の追加
（ジンバブエ等６カ国）

• 寄主植物の追加
（カカオ生果実等100種類）

Xyllela fastidiosa

• EUでは毎年55億ユーロの生産
額損失が見込まれている

• アメリカ合衆国やブラジル等で
経済的損失が報告

• 対象地域の追加
（スペイン）

• 宿主植物の追加
• （Lavandula属生植物等65種類）

• 宿主植物の追加
（ぺるしゃぐるみ生植物等98
種類）

• 宿主植物の追加
（かき生植物等126種類）

Tomato brown fruit 
rugose virus

• ドイツでは、25ha のトマト生産
施設の10％が症状を示した

• ヨルダンでは、発生施設におい
て100％に近い植物が被害を受
けた

• 新規に規定
（中国、イタリア等８カ国）

• 対象地域の追加
（全ての地域・国）

（参考） 検疫措置の見直しの例
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（参考） 植物検疫措置の変遷
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検疫有害動植物

• 輸入禁止

• 輸出国における栽培地検査

• 輸出国における精密検査等の検疫
措置

• 輸入時の検疫措置
（目視検査、隔離検疫等）

非検疫有害動植物

H23年

194種類

724種

17種

16種

3種

R３年

検疫有害動植物

非検疫有害動植物

520種類

• 輸入禁止

• 輸出国における栽培地検査

• 輸出国における精密検査等の検疫
措置

• 輸入時の検疫措置
（目視検査、隔離検疫等）

1,023種

17種

23種

40種

 これまで省令改正等を行いながら、検疫有害動植物の追加と併せ、栽培地検査や精密検査等の
対象を拡大するなど検疫措置の見直しを適時実施



２．リスクに応じた検疫措置 - 輸入の禁止 -

 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、かつ的確な検査方法がな
い検疫有害動植物については、その寄主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国・地域に
よって輸入の可否は異なる

【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】

イタリア、スペイン 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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（参考） 輸入禁止の解禁

 輸入禁止品であっても、諸外国から輸入解禁要請があった場合には、両国間で検疫有害動植物
の特定や、これらの病害虫の侵入防止のための措置（殺虫処理等）の妥当性等について協議

 協議の結果、輸出国が実施する検疫措置により、日本への侵入リスクが無視できるほど小さい
と考えられる場合、輸入を解禁

 両国間で合意した殺虫処理等が相手国において適切に履行されているかを確認するため、必要
に応じて植物防疫官による立会や査察を行っている

【最近解禁した品目】

• 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（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（令和元年７月） 等

【相手国での措置の実施状況】
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輸出検査 トラップ調査 低温処理 蒸熱処理

【輸入禁止品の解禁の流れ】

相手国における
検疫有害動植物の特定

検疫有害動植物の侵入防止措置の
ための措置（殺虫処理等）の確認

日本側の専門家による現地における
措置（殺虫試験等）の確認

パブリックコメント及び
公聴会の実施

輸入解禁要請



２．リスクに応じた検疫措置 - 栽培地検査 -

 種苗類は、栽培の用に供されるという性質上、検疫有害動植物が付着したまま輸入された場合、
短期間で検疫有害動植物が拡がり、甚大な被害を及ぼすおそれがある

 かつ、種苗類の検疫有害動植物の中には、輸入時の検査で発見が困難であるものの、輸出国
の栽培地における検査では比較的発見が容易であるものがある

 こうした検疫有害動植物については、相手国に対し栽培期間中にその付着がないことを確かめ、
その旨を検査証明書に追記することを要求している
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【栽培地検査を要求する植物の例】

地域 植物 対象病害虫

インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、
中華人民共和国、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、
フランス、アメリカ合衆国、カナダ等

• ばしよう属植物、フィロデンドロン属植物等の生植物の
地下部であつて栽培の用に供し得るもの

• アンスリューム属植物等の生植物（種子及び果実を除
く。）であつて栽培の用に供するもの

バナナネモグリセンチュウ

トルコ、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、ベル
ギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、
アルゼンチン、メキシコ

てんさい、トマト、にんじん、ばれいしよ等の生植物の地
下部であつて栽培の用に供し得るもの

コロンビアネコブセンチュウ

インド、台湾、中華人民共和国、アゼルバイジャン、ア
ルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、
エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、ジョー
ジア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、
ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラ
ルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リ
トアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、モロッコ、
アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、
オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島

えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの Fusarium oxysporum f. sp. pisi
（エンドウ萎ちよう病菌）



２．リスクに応じた検疫措置 - 精密検査等 -

 同様に、輸入時の目視検査で発見が困難であるものの、ＰＣＲ検定等の検出手法や熱処理等
の検疫処理が確立されている検疫有害動植物がある

 こうした検疫有害動植物については、相手国に対し当該処理を実施し、その付着がないことを確
かめ、その旨を検査証明書に追記することを要求している
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【精密検査等を要求する植物の例】

地域 植物 要求内容 対象病害虫

ベトナム、アイルランド、イタリア、
英国、英領チャネル諸島、オラン
ダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、
スペイン、スロベニア、セルビア、
デンマーク、ドイツ、ノルウェー、
フィンランド、フランス、ベルギー、
ポーランド、ポルトガル、リトアニア、
ルクセンブルク、アメリカ合衆国、
カナダ 等

とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、
ロフォステモン・コンフェルツス、アジアンタム属植物、あせび属植物、あ
めりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、
いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植
物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属
植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、
かばのき属植物等の植物の葉、枝、樹皮その他の部分（種子及び果実
を除く。）並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物その
他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用又
は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

熱処理 Phytophthora kernoviae
及びP. ramorum

中華人民共和国、イスラエル、シリ
ア、トルコ、アイルランド、イタリア、
英国、オーストリア、オランダ、キプ
ロス、ギリシャ、スイス等

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげしゆんぎく、い
ぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、け
ちようせんあさがお、ケノポディウム・ムラレ、コニザ・アルビダ、シシンブ
リウム・イリオ、タラクサクム・ウルガレ、ディプロタクシス・エルコイデス、ト
マト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、
ひろはひるがお、ペピーノ等の生植物（種子及び果実を除く。）であつて
栽培の用に供し得るもの

血清学的診断
又は遺伝子診
断

Pepino mosaic virus

全ての地域 とうがらし及びトマトの生植物（果実を除き、種子を含む。）であって栽培
の用に供し得るもの

遺伝子診断 Tomato brown rugose 
fruit virus



３．多様な輸送形態による輸入

 植物は、船便や航空便による貨物、旅行客による携帯品、郵便物等多様な輸送形態により輸入

 これらを介して検疫有害動植物が輸入されることのないよう、植物防疫官が全国の海空港や国
際郵便交換局で輸入検査を実施

16

年

輸入検査件数（合計）

貨物(件) 携帯品(件) 郵便(件)

2016年
（平成28年）

650,159 345,772 134,152

2017年
（平成29年）

646,130 363,269 142,010

2018年
（平成30年）

638,571 345,570 145,356

2019年
（令和元年）

627,338 325,970 127,407

2020年
（令和２年）

563,635 85,797 150,784

出典：植物検疫統計

【貨物・携帯品・郵便の検査件数の推移】

貨物

【多様な輸送形態での輸入】

携帯品

輸
入
検
査
を
実
施

合格した場合
輸入可

不合格の場合
廃棄又は返送など

郵便



４．輸入検査の実態 – 貨物の検査 -

 船便や航空便により貨物として輸入された植物は、荷降ろし後、速やかに検査場において植物
防疫官により輸入検査を実施
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本船の穀類検査 航空貨物検査
(切り花)

【輸入時の検査】

コンテナ貨物検査
（生鮮野菜）

コンテナ貨物検査
（生鮮果実）

【貨物検査の流れ（航空貨物の例）】

通関

保税上屋

植物防疫所検査場（輸入検査の実施）

廃棄又は返送
合格

不合格

くん蒸倉庫（消毒の実施）

植物の種類ごとにあらかじめ定められた数量
について、植物防疫官が自ら検査荷口を抽出

合格



４．輸入検査の実態 – 携帯品の検査 -

 旅行者などがおみやげなど（携帯品）として輸入する植物等については、税関の検査に先立ち、
空港等に設置された検疫カウンターにおいて、輸入者の申請を受け、植物防疫官が輸入検査を
実施

 税関の検査において植物防疫官による検査が行われていない植物等が確認された場合、税関
からの連絡に基づき検査を実施

携帯品検査

【携帯品検査の流れ】

税関 税関 税関 税関

携帯品・別送品申告書及び手荷物の確認

検査列に並ぶ

手荷物受け取りターンテーブル
自己申告

植物防疫官
による検査後、

税関検査へ

※税関で植物が確認された
場合、植物防疫所に連絡

植
物
検
疫
カ
ウ
ン
タ
ー

植
物
防
疫
官

に
よ
る
検
査
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５．輸入検査を確保する体制

 全国の海空港に植物防疫所を設置し、植物防疫官を配置。年々、増員を図っているところ。また、
平成24年より、主要な空港において、携帯品中の果物類等の匂いを嗅ぎわける検疫探知犬を
配備。年々、増頭を図っている

 植物防疫所では、輸入検疫のほか、リスク分析や病害虫の殺虫技術や検出・同定に関する調
査研究等も実施

19

（主な業務）全国の海空港での輸入検疫、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

【植物防疫官数の推移】

※ 定員は年度末定員

年度 H28 H29 H30 R1 R2

植物防疫官（人） 901 921 934 947 963

（設置場所）全国の海空港に設置（５本所、１６支所、３５出張所）

【検疫探知犬頭数の推移】

【植物防疫所の主な業務と設置場所】

年度 H28 H29 H30 R1 R2

検疫探知犬（頭） 26 28 33 53 140



２．輸入検疫をめぐる状況の変化

20



１．海外における病害虫の分布域の拡大や発生量の増大 ①

 人やモノの国際移動の増加、気候変動等を背景として、海外において病害虫の分布域等の拡
大や発生量等が増大

21

【病害虫の発生範囲の拡大】

• ツマジロクサヨトウは長距離を移動する越境性害虫の１種。イネ、トウモロコシ

のイネ科作物のみならず、アブラナ科（カブ等）、ナス科（トマト、ナス等）、マメ

科（ダイズ等）を広範囲に食害する。

• 北米・南米大陸の熱帯及び亜熱帯に広く発生していたが、2016年にアフリカに

侵入し、トウモロコシを中心に大きな被害を与えた。その後2017年から2018年

にはアフリカ中南部のほぼ全域に分布が拡大した。

• 2018年の夏にはインドで発見され、その後発生範囲を拡大し、2019年1月には

中国雲南省でも発生が確認。同年7月には日本でも発生が確認された。その

後も豪州など分布地域を拡げている。

出典：ＦＡＯ

例２：ツマジロクサヨトウ

左：とうがらしの被害症状、右：トマトの被害症状

（出典：EPPO）

例１：Tomato brown rugose fruit virus（ToBRFV）

• トマト及びトウガラシに対し、葉の萎黄化、モザイク及び斑点の症状を

示し、果実では黄色又は褐色の斑点、奇形等の症状が報告されている。

• 本ウイルスは、2014 年以降、イスラエル、ヨルダン及びメキシコ のトマ

トにおいて発見され、その後、中国、米国、ヨーロッパ諸国等で発生が

相次いで確認された。根絶活動が実施されており、種子の国際移動に

伴う世界的な分散が危惧されている。



１．海外における病害虫の分布域の拡大や発生量の増大 ②
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【国際連合食糧農業機関（FAO）による報告】

 病害虫の主要な移動ルート 越境性病害虫は作物に影響を与え、農業者に重大な損失を
もたらし、食料安全保障を脅かす

 越境性病害虫のまん延は近年、劇的に増えてきている。グ
ローバル化、貿易、気候変動及び何十年にもわたる農業の
拡大による生産システムの回復力の低下の全てが、その一
因となっている

 越境性病害虫は容易に複数の国々にまん延し、大流行を引
き起こす。病害虫の突然の発生と急増は作物と牧草地に莫
大な損失を引き起こし、脆弱な農業者の生活と何百万もの食
糧と栄養の安全を一気に脅かす可能性がある

• 貿易やその他の人的移動

• 環境要因（天候や風による運搬）

• 昆虫やその他の媒介者による運搬

Plant pests and diseases, FAO in Emergency (2021)の抜粋



２．植物以外の物品を介した病害虫の侵入リスクの指摘

 近年、植物のみならず、植物以外の物品を介した病害虫の侵入・まん延リスクが国際的に指摘
され、国際基準の策定や検討が精力的に行われているところ

品目 議論の状況

木材こん包 国際基準が策定済み。各国において国
際基準に基づき消毒処理された木材こん
包材を国際貿易に利用

中古車両・機械・装置 国際基準が策定済み

海上コンテナ 様々な病害虫の侵入経路となりうるとの
懸念から、国際基準の策定の要否につい
て検討中

【ＩＰＰＣにおける植物以外の物品に対する議論の状況】

（※）その他、米国、カナダ、チリ等は寄港船舶に害虫（ガの一種）の不在証明を
要求。また、豪州はカメムシを対象に車両運搬船の検査を実施。

 木材こん包材が病害虫の侵入経路になることが懸念
されたことから、木材こん包材に関する国際基準が採
択

 これを受け、リスク分析の結果を踏まえ、我が国でも
平成19年より国際基準に沿った輸入貨物の木材こん
包材に対する検疫措置を導入

（検疫措置の内容）
輸出国における消毒処理を前提とし、国際基準に

従った消毒処理がなされ、処理済み表示が付された
木材こん包材は植物検疫の対象としない

【木材こん包材に対する検疫措置の導入】

パレット 処理済みの表示

 また、令和３年３月～４月にかけて開催された第15回国際植物防疫
条約年次総会（CPM-15）において、植物以外の貿易品目に付着す
る病害虫リスクに対する意識を高めるためのCPM勧告案「植物以外
の物品に付着する汚染有害動植物を減らした安全な貿易の促進」に
ついて、来年2022年のCPMでの採択に向け、本年、加盟国協議を実
施することが合意された。
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３．訪日外国人の増加

 訪日外国人が増加傾向にあり、多くを中国等のアジア諸国が占める

 これに伴い植物の持ち込みも増加傾向にある

24

【訪日外国人の年次推移】
（千人）

【クルーズ船の寄港回数】

【2019年の訪日外国人の内訳】

出典：国土交通省HPの数値を基に農林水産省で作成

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の数値を基に農林水産省で作成

中国 ３０％

韓国 １８％

その他アジア 21％

欧州 ６％

その他 １％

台湾 １５％

北米 ７％

オセアニア ２％

出典：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の数値を基に農林水産省で作成

（回）

（年）

【携帯品検査件数の推移】

出典：植物検疫統計の数値を基に農林水産省で作成
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３．輸入検疫に関する問題
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１．水際措置の強化が必要となる機会が増加する可能性

 海外で病害虫の分布域等が拡大し、我が国への侵入リスクが高まっている状況下において、日
頃から海外における病害虫の発生等に関する情報を迅速かつ幅広く収集することが重要となっ
ている

 今後、我が国に被害を生じる可能性が高い病害虫の海外での発生に対応して、緊急的に水際
措置の強化が必要となる機会が増加すると想定される

26

【検疫措置見直しに至る流れ】

病害虫リスク分析の実施
検疫措置の見直し案の作成

（植物防疫法施行規則の改正案の作成）

施行
（植物防疫法施行規則の施行）

官報公布
（植物防疫法施行規則の改正）

公聴会 パブリックコメント ＳＰＳ通報

新規病害虫の発生情報等

【日本が実施したSPS緊急通報※の例】

通報年月 内容

2014年12月 Candidatus Liberibacter solanacearumがニンジン種子等に伝染すると
の情報を入手したことから、ニンジン種子及び苗並びにセロリ苗を日本
に輸入する際には、相手国での熱処理やPCR検査を要求

2015年５月 Xylella fastidiosaが欧州の一部で分布域を拡大していることから、発生
国からの宿主植物（種子及び果実を除く）を日本に輸入する際は、相手
国でのPCR法やELISA法による検定を要求

2015年６月 火傷病（Erwinia amylovora）の発生が、韓国で新たに確認されたことか
ら、韓国から日本への火傷病宿主植物（種子を除き、果実、花及び花粉
を含む）の輸入を禁止

2021年２月 Tomato brown rugose fruit virusが全世界に急速に分布域を拡大してい
ること等から、トマト及びトウガラシの種子及び苗を日本に輸入する際に
は、相手国でのRT-PCR法等による検定を要求

※SPS措置の新設や変更を行う場合、貿易への影響を少なくする観点から、他の加盟国に事前に
通知する必要（SPS通報）があり、通常60日以上のコメント期間と６か月以上の移行期間の設定
が必要。しかしながら、緊急の問題が生じている場合又は生ずるおそれがある場合には、この手
続きを省略することが可能（SPS協定第７条、附属書B） 。



２．植物以外の物品への実効性の高い検査の確保

 国際基準（ISPM41）において、中古車両・機械・装置の中でも最も病害虫の侵入リスクが高いと
されている中古農業機械に対し、試行的に検査を実施している

 これらを介した病害虫の侵入・まん延リスクが国際的に指摘され、諸外国では既に検査を法定化
した国もある状況下で、より実効性の高い検査が求められている

分類 物品の具体例 病害虫の侵入リスク

農業、林業、園芸に使
用される中古機械等

・トラクター
・収穫機
・堆肥及び肥料トレーラー 等

高

低

土木用中古機械等
・ブルドーザー
・地ならし機
・露天堀り装置 等

軍用中古車両
・トラック
・戦車 等

廃棄物処理用中古車両
等

・ゴミ/ギャベージ/廃棄物トラック
・廃棄物仕分け装置

深部採掘用中古機械等 ―

工業用中古機械
・クレーン
・フォークリフト

中古車両
・自動車
・バス
・中古部品 等

注：ただし、本表は参照を目的としたものであり、国際基準を規定するものではないとされている

• 2020年10月から中古農機の確認を試行的に開始

• 税関が実施する輸入農機の開扉検査に植物防疫官が
立会い、土の付着の有無等を確認

輸入港 輸出国 農業機械の種類

苫小牧港 カナダ コーンハーベスター

水島港 韓国 トラクター

（確認実施例）

【国際基準（ISPM41）における病害虫の侵入リスクのある物品の例】 【日本における中古農業機械の試行的な検査】

【周知用チラシ】
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【中古農業機械等を検疫の対象
としている国の例】

• EU
EU2019/2027付属書Ⅶ（特別要件） 第2項、
EU2019/2027付属書Ⅺ（PC要品目） パートA 第1項

Quarantine Proclamation 1998 第５編 第１章 32 表12

• 豪州



３．輸入携帯品への実効性の高い検査の確保

 携帯品として持ち込まれる果物等の輸入禁止品が増加しており、より実効性の高い検査が求め
られている
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【携帯品から発見された重要病害虫の例】

病害虫名 発見植物

ミカンコミバエ種群 トウガラシ生果実、グアバ生果実、マンゴウ生果実、
レンブ生果実、ニホンスモモ生果実など

ウリミバエ ニガウリ生果実、フジマメ生果実、カラスウリ属生果実、
キュウリ属生果実、ササゲ生果実など

チチュウカイミバエ イチジク生果実

※2019年に携帯品の輸入検疫時に発見された病害虫のうち主なもの

イチジクに食入したチチュウカイミバエの幼虫 グアバ５果から発見されたミカンコミバエ種群等505頭

出典：植物検疫統計の数値を基に農林水産省で作成

【携帯品で持ち込まれた輸入禁止品件数の推移】

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

（件）

※携帯品として持ち込まれた輸入禁止品を保管して調査した結果、発見されたもの



４．今後の対応方向
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１．情報収集強化と緊急的な水際措置強化の仕組みの整備

30

 病害虫侵入リスクの高まりに対応し、海外での病害虫の発生等に関する情報を迅速かつ網羅
的に収集していくため、国際機関や各国との連携による情報収集体制の強化やＩＣＴ等を活用し
た情報収集について進めていくべきではないか

 また、ＳＰＳ緊急通報等緊急的な水際措置強化に関する対応ルールを明確化し、あらかじめ関
係者への周知を図るなど、緊急的な水際措置の強化を現場の混乱なく、円滑に行うための仕組
みの整備を進めていくべきではないか

【国際機関等との連携強化の例】

• 新規病害虫の発生を各国の検疫当局に通報するシステ
ムの構築に向け、昨年、ＩＰＰＣに検討グループを設置

• 本年より議論を開始し、来年の総会にて勧告を提案する
予定

• 一昨年１０月、病害虫無発生地域及びサーベイランスに関する理解の
促進を目的として、日本にてシンポジウムを開催

• 46ヵ国、５地域・国際機関から約100名が参加

RPAによる
情報閲覧・収集

【効率的な情報収集】

病害虫の新規発生通報及び緊急対応システム ＩＰＰＣ国際シンポジウムの開催

病害虫に関する情報閲覧・収集をソフトウェアロボット
の一種であるロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）を活用して行うことにより、迅速に情報収集及び
データ整理を実施することが可能

人的作業による
情報閲覧・収集

迅速化

※緊急の問題が生じている場合又は生ずるおそれがある場合に通常のSPS通報手続のうち必要と認める手続きを省略することが可能（SPS協定第７条、附属書B）

通報国 被規制国 通報日 措置発効日 内容

豪州 全世界 2019/2/28 2019/3/5
○Tomato brown rugose fruit virusに関する緊急措置

本ウイルスが世界中に急速に拡大する緊急的なリスクを有しているため、現行措置に加えて、本ウイルスに対する緊急措置
を実施

韓国 全世界 2020/6/16 2020/6/16
○バナナネモグリセンチュウ（Radopholus similis）の寄主植物にPhilodendron属を追加

リスク分析の結果を踏まえ、指定された地域から2020年6月16日以降に出荷されたPhilodendron属地下部及び挿し穂の輸入
を禁止

【各国のＳＰＳ緊急通報※の事例】



２．植物以外の物品等に対する検査の実効性向上
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 中古農業機械を含む植物以外の物品について、国際基準や各国の制度を踏まえながら、リスク
の程度に応じ、より実効性の高い検査の在り方を検討していくべきではないか

 この他、検疫の対象となっていない雑草についても、実効性のある検査に向けたリスク分析手
法の開発等について、検討していくべきではないか

【植物以外を輸入検疫の対象としている諸外国の例】

国・地域名 輸入検疫の対象としている例

EU 培養資材、ミツバチの巣、中古農林業機械

米国
運搬機関と貯蔵の資源、携帯品、郵便物、植物製品、石と採石場の産出物、廃棄物及び有害動植物に感染して
いる又は含んでいる可能性があると検査官が考える物品

NZ 航空コンテナー、海上コンテナー、中古車、中古タイヤ、水

豪州
船舶、施設、水、海水、肥料、土壌改良材、飼料、ミツバチの巣箱、鳥の巣、泥炭、生物浄化資材、使用済み容
器包装、中古機械、中古タイヤ

韓国 中古農業機械、建設機械

インド 乾燥海苔、麻などの繊維

ベトナム 生きている蜂、乾燥海苔、乾燥昆布



３．輸入携帯品に対する検査の実効性向上
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 輸入携帯品を介して検疫有害動植物が侵入することのないよう、主要な空港において、植物防疫
官や検疫探知犬の重点的な配備、検査の強化、広報活動の強化等を進めているところ

 引き続き違反事例が確認される状況であることから、違反事例が多く確認される国からの旅客に
対する検査を強化するなど、他の法令での事例も参考として、より実効性の高い検査の在り方を
検討すべきではないか

【輸入携帯品への検査強化の例】

• 2019年より輸入携帯品に対する対応を厳格化。
様々な国の言語にて周知を図っている

• 2019年より税関における携帯品・
別送品申告書の様式を改正。野菜
や果物等の持ち込みに関する質問
を新設

携帯品・別送品申告書

【デジタルサイネージを用いた広報】

【検疫探知犬による探知】【輸入検疫で確認された
輸入禁止品（果実）の国別件数（2019年）】

国・地域名 件数 割合

中国 80,944 66.5%

香港 6,307 5.2%

台湾 6,250 5.1%

その他 28,258 23.2%

合計 121,759

出典：植物検疫統計の数値を基に作成

※携帯品、郵便物及び貨物で確認された輸入禁止品（果実）の合計



４．様々な主体に対する理解の醸成

33

 輸入検疫は、検疫有害動植物の国境を越えたまん延を防止することで、我が国の農林業の安
定に重要な役割を果たしている

 一方、世界有数の食料輸入国である我が国にとって、植物検疫措置は輸入業者や流通業者等
のみならず、ひいては消費者の食生活にも影響

 これまで「国際植物防疫年２０２０」など、様々な取組を通じて植物防疫の周知に努めているが、
こうした取組の成果も検証し、円滑な輸入検疫の実施のため、関係者の理解醸成の取組を一層
強化すべきではないか

33特殊切手｢国際植物防疫年2020｣発行

（航空会社）旅行客に対して機内誌や機内ビデオで周知
（農業団体）農業者に対して広報誌や新聞記事等で情報発信
（輸出入団体）輸出入業者に対して会報誌や研修で周知
（大学） 学生に対して授業を通じて情報発信

機内ビデオ

〇国際植物防疫年オフィシャルサポーターの取組

輸出入業者への研修（2020年２月）

政府広報テレビ番組

農林水産省Twitter

国際植物防疫年ホームページ

【「国際植物防疫年２０２０」に関連する我が国の取組】



（参考）植物防疫所における広報
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 円滑な輸入検疫の実施のため、植物防疫所は全国で様々な広報物や媒体を活用して広報活動
を実施

植物防疫所公式キャラクター
「ぴーきゅん」®

空港での植物防疫官による広報活動
（パネルで輸入禁止品を説明）

植物検疫のお知らせ動画
（海外から帰国される方へ（植物防疫所HP））

小学生を対象に広報活動
（成田支所、出前講座）

広報ポスター
（動物検疫とも連携）

SNSを活用した広報の強化（例）

• 注意しなければならない植物検疫に関する
ニュースを、twitterを使って配信

• 注文していない種子が海外から届いた時の注
意事項をタイムリーに配信した結果、５００万回
を超えるアクセスがあった



Ⅲ．輸出検疫について
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１．輸出検疫の現状
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１．輸出検疫の流れ

 日本から輸出される植物等に関し、輸出相手国が植物検疫証明書の添付を要求する場合、相
手国が指定する病害虫の付着がないかを検査し、また要求に即した措置が実施されているか
を確認のうえ、問題がない場合には証明書を発給

輸出検疫

 書類審査

 現物検査

 必要に応じ、くん蒸等

 植物検疫証明書の発行

植物防疫所

通関・輸出

輸出検査
申請

日本

 書類審査

 現物検査

 必要に応じ、くん蒸等

輸入検疫 通関・
市場流通

輸出相手国の

植物検疫部局

輸出相手国

【農産物の輸出検疫等に関する手続きの流れ】

37



２．植物等を輸出する場合の検疫条件

 諸外国に植物等を輸出する場合の検疫条件は輸出相手国・地域及び品目によって異なる

 輸出検疫が必要なもの、不要なもの、輸出相手国で輸入が禁止されているものがあり、また、必
要な場合であっても、栽培地検査や精密検査等を求められることがある

38URL: http://www.maff.go.jp/pps/j/search/e_hayami_kamotu.pdf （植物防疫所HPより一部抜粋）

【表中の記号について】
◎： 植物検疫証明書無しで輸出できます。
Q： 植物検疫証明書を添付すれば輸出でき

ます。
P： 輸出相手国の「輸入許可証」を取得する

必要があります。
☆： 二国間合意に基づく特別な検疫条件を

満たしたもののみ輸出できます。
×：輸出できません。

【植物等を輸出する場合の検疫条件】



２．植物等を輸出する場合の検疫条件 - 栽培地検査 -

 相手国によっては、栽培期間中に病害虫の発生が無いことの確認を求められる場合がある。
この場合、植物防疫官が栽培地に出張し、栽培地検査補助員も活用しつつ生産段階での検
査を実施

【栽培地検査の内容の具体例】

ＥＵ向け盆栽

• 少なくとも２年間、登録された園地で
栽培管理(地上５０センチ以上の棚上
げ栽培等)

• 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）

39

【栽培地検査が必要な品目等の例】

輸出相手国・地域 品目

米国 かき

ベトナム リンゴ

ベトナム なし

EU 盆栽

米国 盆栽

米国向けかき

• 輸出を予定する園地及びその園地を含む地域を登録(登録
生産園地及び登録生産地域)

• ６月から収穫が終了するまでの間、毎月、全ての登録生産
園地の管理記録を提出させ確認

• 毎月、登録生産地域内のいずれかの登録生産園地につい
て、目視により検査

(毎月全ての登録生産園地に行く必要
は無いが、シーズン中少なくとも1回は
各園地について検査を実施)



２．植物等を輸出する場合の検疫条件 - 精密検査 -

 輸出相手国によっては、特に種子等についてウイルス病に罹患していないことの確認を求めら
れる場合があり、この場合、植物防疫官がＰＣＲ等を用いた精密検査を実施

40

病原菌に対する精密検定

【精密検査のフローの例 (リアルタイムRT-PCR法)】

【精密検査が必要な品目等の例】

＜PSTVdの検出法＞

輸出相手国・地域 品目 検疫対象病害虫 検定方法

米国 トマト種子
CLVd、PCFVd、PSTVd、TASVd、TCDVd、TPMVd、
ToBRFV※1 PCR

NZ キュウリ種子 CGMMV、KGMMV ELISA

豪州 ニンジン種子 Lso PCR

EU諸国 イロハモミジ盆栽等 Xylella fastidiosa※2 PCR

台湾 トマト種子
TYLCV, ToBRFV, ToMMV, PepMV, CLVd, PSTVd, 
TASVd, TCDVd, TPMVd, PCFVd

PCR

※1  日本産種子については、PSTVd及びTCDVdのみ検定を実施（日本未発生はその旨の追記で対応）

※2  栽培地検査時に実施

試料の受領

磨砕

抽出

リアルタイムRT－PCR

検出



【産地等での取組】

• 台湾向けモモ等技術研修会
• ＥＵ向け盆栽の輸出説明会
• 国際食品商談会で輸出検疫相談

ブースを設置 等

３．輸出検査の取組

【空海港での取組】

• 主要空港に輸出検疫カウンターを設置
し、植物検疫証明書を発行

• 輸出可能品目等を掲載したパンフレッ
トを作成、訪日旅行者等に配布

• 外国語翻訳機の導入

輸出検疫カウンターでの検査

外国語翻訳機の導入

 通常、検査は植物防疫所で行うが、輸出者からの要請により、輸出を予定する植物等の集荷地
等に出向いて植物防疫官が輸出検査を実施

 また、主要な国際空港において輸出検疫カウンターを設置し、迅速に証明書を発給する体制を整
備

【集荷地検査】

台湾向けリンゴのこん包施設に
おける集荷地検査

花き卸売市場での集荷地検査
41



４．輸出解禁協議

 輸出相手国が輸入を禁止している植物を輸出するためには、解禁要請を行い、病害虫の侵入を
防止するための検疫措置等について協議を行い、合意する必要

【最近解禁・条件変更した品目】

・ベトナム向けりんご（令和元年12月）
・タイ向けかんきつ（令和２年５月）
・豪州向けいちご（令和２年８月）
・EU向け黒松盆栽（令和２年10月） 等

【解禁条件・条件変更の例】

・ベトナム向けりんご（対象病害虫：リンゴ黒腐病、ナシヒメシンクイ病 他）

解禁条件：①園地及び選果こん包施設の登録、② 園地検査
③登録選果こん包施設での選果、④収穫までの袋かけ または
収穫後の低温処理のいずれか 他

・米国向けかき（対象病害虫：葉枯病、カキノヘタムシガ 他）

解禁条件：①園地及び選果こん包施設の登録、② 園地検査
③登録選果こん包施設での選果 他

42



２．輸出検疫をめぐる状況の変化
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１．輸出促進に向けた政府の取組の強化

 「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が令和２年４月に施行され、輸出促進のた
めの政府全体の司令塔組織として「農林水産物・食品輸出本部」が農林水産省に設置

 食料・農業・農村基本計画において、令和１２年までに農林水産物・食品の輸出額を５兆円とす
る目標が設定され、予算措置など輸出の促進に向けた環境整備が進められている

44

• 令和元年11月「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」
が成立(令和２年４月１日施行)

• 本法に伴い、「農林水産物・食品輸出本部」（本部長：農林水産大臣、
本部員：総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業
大臣、国土交通大臣、復興大臣）を設置

• 食料・農業・農村基本計画（令和２年３月31日閣議決定）において、
2030年までに農林水産物・食品の輸出額を５兆円とする目標を設定

• 令和２年12月、総理大臣を本部長とする「農林水産業・地域の活力
創造本部」において「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定

【輸出促進に向けた政府の取組】 【農林水産物・食品の輸出額の推移】

(億円)

農林水産省調べ

【輸出促進に向けた予算措置の例（Ｒ３予算額）】

• 品目別輸出目標の達成に向けた官民一体となった海外での販売力の強化
（海外の販路開拓の強化、日本食・食文化の魅力発信等） ３８億円

• マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林漁業者の後押し（ＧＦＰを
通じた海外の規制等に対応したグローバル産地の育成等） １３億円

• 省庁の垣根を越えた政府一体となった輸出の障害の克服等（規制の緩和・
撤廃に向けた協議の加速化、輸出向け施設の整備等） ４８億円
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２．栽培地検査等の増加

 植物等の輸出の増加に伴い、輸出検査件数が増加し、栽培地検査の件数も年々増加

 また、集荷地等における検査件数も増加
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【栽培地検査件数の推移】

出典：植物検疫統計 出典：植物検疫統計

出典：植物検疫統計を基に農林水産省で作成

【輸出検査件数に占める集荷地等における検査の割合（％）】

(件)

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

7.9 10.8 12.5 12.3 13.0 16.1 18.6 29.0 26.8 28.3

【集荷地等における検査件数の推移】【輸出検査件数の推移】
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３．精密検査の増加

 種子伝染する病菌に関する新たな知見が近年報告される中、輸出相手国からの精密検査要求
の対象病害虫等が拡大しており、これに伴い精密検査の件数が増加している

46

【種子伝染に関する新たな知見及び輸出相手国からの要求】

409 
303 323 291 273 

596 
658 

809 833 
926 

1,378 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

出典：植物検疫統計を基に農林水産省で作成

(件)

品目 新たな知見
検疫措置の

変更国
変更内容 変更年

トマト種子
トマトに感染する新たウイ
ルスとしてTomato brown 
rugose fruit virus が報告

台湾
PSTVdを対象とした精密検定を行うこと

↓
PSTVdに加えToBRFVを含む９病害を対象とした精密検定を行うこと

2021年

キュウリ種子

Melon  necrotic spot virus
のキュウリ種子に係る種子
伝染性につき、検疫上のリ

スクがあることを報告

NZ
CGMMV、KGMMVを対象とした精密検定を行うこと

↓
CGMMV、KGMMVに加え、MNSVを対象とした精密検定を行うこと（予定）

2021年（予定）

【精密検査件数の推移】



４．輸出解禁協議の増加等

 産地からの輸出要望を背景として、輸出解禁・条件変更協議の要望が増加し、現在、15ヶ国36
件の協議を実施中

 また、病害虫の発生・まん延リスクの増加に伴い、輸出相手国が、すでに解禁している植物につ
いても、新たな検疫措置の実施や国による特定の病害虫に関する無発生の証明など追加の要
求を行う事例が見られる
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【相手国による追加要求の例】

（X. fastidiosa未発生国（日本等）に課せられる主な検疫措置の内容）

2022年末までに、宿主植物を対象に「全国発生調査※」を実施し、調査結果に基づきX. fastidiosa
の不在について欧州委員会に書面で提出

（※）宿主植物の検体を、農業地域、都市地域、森林地域、その他の地域の全てをカ
バーするように採取し、Real time PCR法等の分子生物学的手法を用いて、全国292
点以上の検査を実施

• 2020年８月、EUは、第３国からEU域内に輸入される植物におけるXylella fastidiosaに対する検疫規則を改正し、第３国
からEU域内に輸入されるX. fastidiosa 宿主植物に対し、日本を含む未発生国に対し、本邦未発生である旨を植物検査
証明書に追記することを要求

Xylella fastidiosaにより
枯死したオリーブ

出典：EU Science Hub



（参考） 実施中の輸出解禁協議
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３．輸出検疫に関する問題
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１．より効率的・効果的な検査の確保（栽培地検査等）

 輸出の増加に伴い、今後、ますます栽培地や集荷地等における検査要望が増加していくと見込
まれる状況の下、関係機関の連携も含めた、より効率的・効果的な検査が求められている

【検査に時間を要する例】

A国向け生果実等の
輸出検査

B国向け樹皮付き木材の
輸出検査

C国向けりんごの
栽培地検査

植物防疫官1名がＤ県におけるA国向
け生果実の生産園地へ、航空機を利
用して出向き、集荷地検査を実施。

〈行程〉
8:30 出発
13:00-14:00 集荷地にて検査
18:30 帰庁

植物防疫官1名が、Ｅ県の港に鉄道を
利用して出向き、B国向け樹皮付き木
材の集荷地検査を実施。移動も含め２
日間を要した。

（輸出者は始業時刻である8:30から検
査対応を要求。始発の特急を利用して
も検査場所への到着は昼頃となるため、
前泊して輸出検査を実施。）

〈行程〉
１日目 14:45 出発

19:25 Ｅ県到着（前泊）
２日目 7:30 出発

8:30-9:00 集荷地にて検査
15:15 帰庁

植物防疫官２名が、Ｆ県内のC国向
けりんご生産園地に電車及びレン
タカーで出向き、栽培地検査を実施。
移動も含め３日間を要した。

〈行程〉
１日目 13:00 出発

17:00 C県到着 前泊
２日目 9:00-16:00 栽培地検査
３日目 9:00-12:00 栽培地検査

18:00 帰庁
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２．より効率的・効果的な検査の確保（精密検査）

 輸出相手国の要求により、今後、ますます精密検査の要望が増加していくと見込まれる状況の
下、関係機関の連携も含めた、より効率的・効果的な検査が求められている
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【精密検定の手続内容や要する時間の例】

• ニンジン種子からXanthomonas hortorum pv. carotaeを培養し検出する場合、菌の生育に時間を要するため結
果が出るまで２～３週間程度必要

• PCRによってPSTVdを検出する場合、核酸を抽出し、PCR反応の結果が出るまでに３日程度必要

• 豪州が指定するToMMVの検定法はPCRの結果によっては、シーケンスにより塩基配列を決定したうえで判定
する場合があり、６日程度必要

• PCRは最大９６検体を反応させることが可能であるが、豪州向けトマト種子は1ロットを50サブサンプルに分け、
９種のウイルス等を対象にPCRを行うため時間を要する

1週目 2週目 3週目

試薬調整
（約2日間）

細菌の分離・培養
（約12日間）

細菌学的性質による同定
（約3日間）

Xanthomonas hortorum pv. carotae 検定の行程（例）



３．効率的・効果的な解禁協議等への要請

【産地からの要望】

 輸出解禁協議は、相手国に侵入するおそれのある検疫有害動植物の特定や、侵入防止措置(殺
虫処理等)の妥当性の技術的な検討を要するため、時間を要する(平均約８年間)

 輸出解禁等の要望が増加する状況の下、より効率的・効果的な協議が求められている

 また、一旦解禁した植物についても、輸出相手国が、特定の病害虫の侵入を防止するため追加
の要求を行ってくる状況の下で、輸出に支障が生じないよう、こうした輸出相手国からの要求に対
して、科学的な知見に基づき反論することも含め的確に対応していくことが求められている

• 輸出可能な対象国を増やすため、更に
二国間協議を実施し、輸出解禁を図って
欲しい

• 農林水産物の輸出拡大に向け、協議を
加速化して欲しい

（地方自治体等から農林水産省に提出された要
請書(2020年)）

【植物検疫協議による輸出解禁・条件変更の流れ】

輸出解禁・条件変更

輸出相手国・地域への解禁・条件変更要請

輸出相手国・地域における検疫有害動植物の特定

検疫有害動植物の侵入防止措置のための
措置（殺虫処理等）の確認

輸出相手国・地域における国内手続
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４．今後の対応方向
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１．栽培地検査、精密検定における検査の効率性向上
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 栽培地検査や精密検査は、植物防疫官が主体となって実施しているが、産地等からの要望に迅
速に対応していくためには、国際基準や諸外国の例を参考としつつ、一定の能力を有した第三者
機関の活用も含めたより効率的・効果的な検査の在り方を検討していくべきではないか

【国際基準における証明書発給等の主体の取扱い】

国際植物防疫条約

第5条 植物検疫証明

2  締約国は、次の規定に基づく植物検疫証明書の発給のた
めの措置をとる。
(a) 植物検疫証明書の発給のための検査その他これに関連
する活動は、公的植物防疫機関により、又はその権限の下に
おいてのみ行う。植物検疫証明書の発給は、技術上の資格を
有し、かつ、公的植物防疫機関によって正当に委任された官
憲が、その機関を代表し、かつ、その権限の下で、輸入締約
国の当局が当該植物検疫証明書を信頼することができる文
書として信用して受領することができるような知識及び情報で
あって当該官憲が利用することができるものを用いて行う。

国際基準(ISPM)

ISPM４５
国家植物防疫機関が植物検疫活動を実施主体へ権限付与する
場合の要件

国家植物防疫機関(NPPO)が実施する植物検疫活動について、第３者機
関に権限付与する場合の要件を定めたもの。

 権限付与プログラムに含むべき内容
実施主体の要件、評価のプロセス、監査、公平性・独立性の評価の枠組み等

 NPPOの役割・責任
実施主体の評価、公的な認定、監査の実施、不適合への対応等

 実施主体の役割・責任
検疫活動の実施、適切な情報提供、職員の訓練、活動記録、機密性保持等

 監査の手続き
権限付与を認めるための監査、維持のための監査

 不適合時の対応
重大な不適合の場合、権限付与が一時停止等



米国 ＮＺ 豪州 オランダ 英国（イングランド）

根拠法令

• Plant Protection Act
• Code of Federal 

Regulation (Part 353 –
Export certification)

• Export program manual

• Biosecurity Act 1993
• Plant Exports Certification 

Standards

• Export Control Act 1982
• Export Control (Plants and 

Plant Products) Order 2011

• (オランダ政府HP情報) • (英国政府HP情報)

体制

• 国家植物防疫機関
APHIS

• 公的証明官（ACO: 
Authorized certification 
official)
以下の者のうち、APHISに
よる研修を受けた者を農
務長官が認定
① APHIS職員
② 州及び郡の担当官
③ 民間企業職員

• 国家植物防疫機関 第一次
産業省 （MPI）

• 独立検証組織 (IVA)
• MPI承認組織 (MAO)
• 登録機関

• 国家植物防疫機間 農業水
環境省(DAWE)

• 公的証明官（AO: 
Authorized officer)
以下の者のうち、DAWEによ
る研修を受けた者を同省大
臣が認定
① DAWE職員
② 特定事業者
③ 第３者機関職員

• 国家植物防疫機関 食品消
費者製品安全庁（NVWA）

• 独立行政法人の検査代理
機関(AIA)
①Naktuinbouw（栽植用・若

い植物の検査）
②BKD（花卉球根検査）
③KCB（青果物、苗、切り花

の検査）
④NAK(種子及びばれいしょ

の検査)

• 国家植物防疫機関 動植物
衛生庁(APHA)

• 認定検査官
対EU及び北アイルランド向
け青果物・切り花輸出に限
り、APHAに認定された者
（輸出者）

証明書の
発給主体

ACOのうち、APHIS職員及び
州及び郡の担当官

MPI DAWE NVWA APHA

検査の
実施主体

ACO
・種子作物に関する栽培地検

査
・輸出検査の実施

非政府機関
・種子の精密検定及び健全性

の検査

・ MAOが輸出検査を実施
・ IVAが輸出検査結果の妥当

性を検証
・ 登録機関はIVAやMAOの管

理の下で、植物検疫に係るモ
ニタリングや記録を実施

AO
・輸出検査の実施
・輸出用コンテナ及び船舶の確

認及び承認

AIA
・輸出検査の実施

認定検査官
・輸出検査の実施

検査手数
料

証明書発行手数料
・106USD/枚（商業貨物）、

61USD/枚（非商業貨物）

検査申請料 552ドル
証明書発行手数料

28.48ドル/枚（非食用）
44.03ドル/枚（食用）

検査手数料
36ドル/15分（DAWE）
75ドル/15分（AO）
15-20ドル/15分(時間外)

(不明) 検査手数料
63.80ポンド/15分間、最低料
金127.60ポンド（検査）
25.52ポンド/枚（証明書）

（参考） 諸外国での輸出検査への対応

 米国、NZ等は、植物防疫官による産地検査の代わりに、民間検査機関が検査を行い、植物防疫
官が検査結果を確認して検疫証明書を発給する仕組みを構築

【諸外国における輸出検疫制度の例】
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２．検疫協議等の迅速化

 輸出解禁協議を迅速化するとともに、輸出相手国からの追加の要求に的確に対応するため、
① 新たな検疫技術の確立・普及
② 輸出相手国が侵入を警戒する病害虫の検疫処理技術など、我が国の植物等の輸出にメリッ

トのある国際基準の作成
を検討していくべきではないか

 また、輸出相手国が警戒する病害虫に関する発生状況等の情報収集等、輸出相手国からの要
求に速やかに応えるための取組を進めるべきではないか

【調査や実証等による新たな検疫措置の確立】

従来広く用いられている技術

くん蒸 袋かけ

対象病害虫の低発生地の選定、フェロ
モントラップ、モニタリング調査、落下
果実の除去などを適切に組合わせるこ
とによる、くん蒸等の殺虫技術によらな
い病害虫の管理手法（(システムズアプ
ローチ)

新たな技術の活用

・AIを使用した選果技術
・DNAを用いた選果技術

など

新たな技術

低温処理

輸出相手国への提案のバリエーションが増加

【検疫処理技術の国際基準化】

【諸外国における国際基準化の有効活用】

豪州等の農産物の輸出国では検疫処理技術の国際基準化を
積極的に進めることで解禁協議を有利に進めている

(検疫処理の国際基準の例)
チチュウカイミバエに対する、
・オレンジの低温処理
・グレープフルーツ、スウィーティーの低温処理
・マンゴウの蒸熱処理 等

国際機関（IPPC）と協力し、検疫処理技術の国際基準
（ISPM）を策定

本技術の有効性が国際的に確立されたこととなり、
技術的協議の時間が大幅に短縮
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