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棟は閉鎖系温室となっており、完全に外部と遮

断され、排水も高圧滅菌後に排出されるため、

重要な病害虫の外部への散逸を防ぐことができ

る。

（3） 網　室
　屋根はガラス張りで、側面はステンレス製網

となっている。網室とビニールハウスは主に果

樹母樹の国内既発生ウイルスなどの検定や木本

検定植物の管理・増殖に使用する。

（4） ビニールハウス
　冬期間に加温が必要な植物（かんきつ類等）

に使用する。

（5） 露地ほ場
　種馬鈴しょの次代検定、球根類の隔離検疫や

木本検定植物の母樹の管理などに使用する。

■主な検査業務内容
（1） 隔離検疫
　隔離検疫の対象植物は、植物防疫法施行規則

により定められている。検査は対象植物によっ

て、一作期（球根、いも類及びさとうきび）あ

るいは 3 年間（果樹類）隔離施設で栽培し、汁

液接種、接木接種、ELISA 法、PCR 検定などに

より診断し、ウイルス病等の有無を検査してい

る。

（2） 国内の指定種苗検疫 
　種苗の健全性が収穫に大きく影響を及ぼす作

物である馬鈴しょが指定種苗として指定され、

種馬鈴しょ検疫が実施されている。つくばほ場

では次代の種馬鈴しょのウイルス検定を担当

し、次年度の検査や防除指導のために必要とな

る情報を集積している。

（3） 国内の果樹母樹検疫
　果樹類はウイルス病等の重要な病害に感染し

ていない健全な苗木を確保することが重要であ

ることから、都道府県または民間が栽培する母

樹について検査を実施している。つくばほ場で

は、園地での一次検査に合格した母樹から採取

した穂木を接木接種、ELISA 法などで検定する

二次検査を行っている。

■おわりに
　つくばほ場は大和圃場に比べると面積で約 2.5
倍となり、近年増加傾向にある隔離検疫、果樹

母樹検疫への適切な対応、また各都道府県が果

樹農業振興上重要な果樹の優良穂木を採取する

ため設置している母樹園の運営に寄与できるよ

うになった。また、植物検疫措置に関する国際

基準（ISPM No.34）にある隔離検疫施設の要件

を満たした、より精度の高い検疫を実施できる

よう整備された。

　今後とも、つくばほ場をはじめ植物防疫所で

は、病害虫の海外からの侵入や国内へのまん延

を許すことがないよう努めていく所存である。

不可欠用途臭化メチルの代替技術の開発・普及について
農林水産省消費・安全局植物防疫課　　阿部　清文

はじめに
　臭化メチルは、農作物への薬害が少なく、害

虫、センチュウ、糸状菌、ウイルスなど多くの

病害虫に対し安定した効果を発揮する極めて汎

用性のある農薬である。また沸点が低いため、

常温常圧下でも揮発性が高く、気温の低い冬季

にも安定した効果が得られ、さらに爆発性や引

火性が低く取扱いが容易なため、世界中で使用

されてきた。

　我が国では、主に施設園芸において、連作に

よる土壌病害虫の被害回避のための土壌くん蒸

剤として、1950 年に初めて農薬登録されて以来、

これまで長年にわたり使用されてきた。

　しかし、1992 年に開催された第 4 回オゾン層

破壊物質に関するモントリオール議定書締約国

会合（以下「締約国会合」という。）において、

臭化メチルはオゾン層破壊物質として指定さ

れ、その後の締約国会合の議論の中で、先進国

においては、2005 年に検疫処理及び出荷前処理

を除き全廃となり、2005 年以降は、必要不可欠

な使用として国際的に認められたものについて

のみ、不可欠用途臭化メチルとして、その生産

及び使用が認められることとなった。

　このため、我が国においては、不可欠用途臭

化メチルの全廃に至るまでの代替技術の開発・

普及を推進する国家管理戦略を策定し、この実

行を図るとともに、必要とする臭化メチルの使

用を不可欠用途として確保してきたところであ

る。

　我が国では、臭化メチルに頼らざるを得ない

作物と病害虫の組み合わせとして、土壌用途で

は、メロン（えそ斑点病、緑斑モザイク病）、ス

イカ（緑斑モザイク病）、キュウリ（キュウリ緑

斑モザイク病）、トウガラシ類（ピーマンモザイ

ク病）及びショウガ（根茎腐敗病）を対象とし、

収穫物用途ではクリ（クリシギゾウムシ）を対
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象として、使用を続けていたが、土壌用途につ

いては 2012 年、収穫物用途については 2013 年

の使用を最後に全廃することとしている。

　本稿では、これまでの情勢や代替技術の開発・

普及等について、その概要をとりまとめつつ、

今後の課題を提示したい。

Ⅰ　臭化メチル削減の経緯
　1997 年の第 9 回締約国会合において、地球環

境への影響の早期解決のため、先進国において

は、臭化メチルの全廃の時期は 2005 年と決定さ

れた。一方、同締約国会合では、臭化メチルの

全廃は世界的にも農業生産への影響が大きいこ

とから、この全廃の時期以降であっても、代替

技術が無く、または代替技術の開発・普及への

取り組みがなされていても経済的な損失が甚大

である等の条件が満たされれば、「不可欠用途」

として、各国政府が国連環境計画オゾン事務局

（以下「オゾン事務局」という。）に使用希望数

量の申請を行い、公開作業部会で審査された後、

締約国会合で認定されることにより、臭化メチ

ルの生産及び使用ができる旨決定された。なお、

先進国においては、不可欠用途であっても 2015
年までに全廃することが決定されており、これ

以降は発展途上国において全廃に向けた取り組

みが進められることになっている。

Ⅱ　我が国における削減への取り組み
　2004 年の締約国会合においては、不可欠用途

申請を行う国においては、代替技術が利用可能

となった場合には速やかにその技術を導入し、

臭化メチルの生産と消費を削減することが重要

であるとされ、不可欠用途申請を行う国は、以

下の事項を達成するための「国家管理戦略」を

策定しなければならないことが決定された。こ

れを受け我が国では「不可欠用途臭化メチル国

家管理戦略」をとりまとめ、2006 年 1 月にオゾ

ン事務局へ提出した。

【国家管理戦略へ盛り込むべき事項（各項目下段

の（　）内は我が国における取り組み）】

①　臭化メチルの消費量増加を避けること

（申請数量は前年の 95％を上回らないよう

にする。）

②　技術的・経済的に実用可能な代替技術の

使用を促進すること

（補助事業による代替技術開発への取り組

みを行う。）

③　新たに適用される代替技術等の普及の可

能性に関する情報提供を行うこと

（不可欠用途臭化メチル要望県を参集し、技

術情報の提供を行う会議を開催する。）

④　代替技術の開発・普及のための戦略がど

のように実施されるか示すこと

（国から臭化メチル要望県へ調査を実施し、

削減に向けた取組状況を把握する。）

Ⅲ　不可欠用途臭化メチルの全廃時期の設定
　我が国が国家管理戦略を提出した翌年の 2007
年に開催された第 28 回公開作業部会において、

日本の不可欠用途申請に対し、土壌用途臭化メ

チルの全廃時期を設定すべきとの勧告が行われ

た。この勧告に対し我が国は、代替技術の開発・

普及の可能性等を踏まえ、2012 年末までに土壌

用途の臭化メチルを全廃するという目標を設定

し、このことを明記す

るため国家管理戦略を

改訂し、2008 年にオゾ

ン事務局へ提出した。

　収穫物用途について

は、有効な代替剤であ

るヨウ化メチルが農薬

登録された後、速やか

に技術確立することに

留め、明確な全廃の時

期を示していなかった

が、 ヨ ウ 化 メ チ ル が

2009 年に農薬登録され

たことに伴い、2013 年

末までに全廃すること

とした。

国都道府県農家（生産者） 国連環境計画
オゾン事務局

取りまとめ 取りまとめ・
英訳
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締約国会合
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決議 審議・締約国会
合への勧告

通知後
流通へ

（国 際 会 議 で の 審議 ）

報告

臭化メチル技術
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(MBTOC)

技術・経済
評価パネル

(TEAP)
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臭化メチル技術
選択肢委員会

(MBTOC)

技術・経済
評価パネル
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審議・報告 審議・報告
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図　不可欠用途臭化メチル申請の流れ



－4－

植物防疫所病害虫情報　第 98 号（2012 年 11 月 15 日）

Ⅳ　臭化メチルの代替技術への取り組み
　臭化メチルの代替技術や代替剤の確立と実証

等の技術開発は、1995 年からの臭化メチル代替

技術開発促進事業等の各種事業により進められ

てきた。土壌用途の代替技術としては、太陽熱

土壌消毒法、熱水土壌消毒法といった物理的消

毒の他、ほ場に米ぬかやフスマ等の有機物を施

用する土壌還元消毒法がある。また収穫物用途

の代替技術としては、温湯処理、二酸化炭素く

ん蒸処理が開発されており、臭化メチルの全廃

後の円滑な使用に向け、各地で導入・普及が進

められているところである。

　不可欠用途申請対象品目における最新の取り

組み状況は次のとおりである。

1　 土壌用途の代替技術
　現在、農林水産省の委託事業で進められてい

る「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適

合型栽培マニュアルの開発」は、代替技術の無

い土壌伝染性ウイルス病の防除のため、各地域

の事情（ほ場条件や気象条件）に応じ、これま

でに開発された種々の代替技術の組み合わせに

よる地域プログラムを策定するためのものであ

る。

　2008 年から 5 ヵ年計画で実施されており、

2008 年からの 3 年間で、不可欠用途申請を行っ

てきた県の試験場において代替技術のプロトタ

イプ（栽培マニュアルの原型）を策定し、2011
年からの 2 年間で現地実証試験を行い、産地適

合型マニュアルとして実用化を目指すものであ

る。

　各作物における代替技術としては、具体的に

は次のとおりである。

○　メロン、スイカ、キュウリ、トウガラシ類

の土壌伝染性ウイルス病に対する代替技術

・ 前作物の除去及び発病個体の速やかな撤去

・ 抵抗性品種、抵抗性台木の導入

・ 物理的防除技術（熱水土壌消毒、太陽熱土壌

消毒）の活用

・ ウイルスの感染防止のため、定植時に土壌と

根の接触を防止するペーパーポットの使用

○　ショウガの根茎腐敗病に対する代替技術

・ 植付前の土壌消毒農薬の使用

・ 植付後の生育期間中の散布消毒農薬の使用

・ 隔離ほ場で栽培された無病塊茎の定植

・ 発病個体の速やかな除去

・ 物理的防除技術（熱水土壌消毒、太陽熱土壌

消毒）の活用

　これらの代替技術については、生産者向けの

リーフレットも作成されており、既に各産地へ

配布されている。また、本年 12 月には、本事

業の研究成果となる産地適合型マニュアルを関

係者の方々へ広く周知するため、東京（3 日）、

名古屋（5 日）、福岡（7 日）の 3 会場において、

研究成果発表会が計画されている。行政、普及、

生産者団体等の関係者の方々におかれては、研

究成果発表会への積極的な参加をお願いする。

　なお、研究成果発表会の詳細については、以

下のホームページに掲載されている。

http://www.naro.affrc.go.jp/event/list/2012/08/041681.html
2　 収穫物用途の代替技術
　クリを対象とした収穫物用途の代替技術に

は、農薬として 2009 年に農薬登録されたヨウ

化メチル剤があげられる。農薬以外の代替技術

としては、二酸化炭素くん蒸または温湯処理が

あげられるが、これらの技術は、1 回に処理可

能なクリの重量が数十 kg 程度と限られており、

収穫量の多い大きな産地では、ヨウ化メチル剤

が有力な代替農薬となっている。一方、ヨウ化

メチル剤は臭化メチル剤と比較し、沸点やガス

比重が高く、常温では気化しにくいことや気

化後もガスが拡散しにくいという性質があるた

め、臭化メチルと同様の方法での取り扱いをす

るのではなく、各産地においては、ヨウ化メチ

ル剤の性質を十分に把握した上で、くん蒸に使

用する施設について、かく拌装置や排気装置等

を整備し、くん蒸従事者や周辺環境への影響が

生じないよう安全使用を徹底することが必要で

ある。

Ⅴ　臭化メチルの最終使用年の扱いについて
　不可欠用途臭化メチルは、毎年必要最小限の

使用量を精査した上で申請を行っているが、何

らかの原因で不可欠用途臭化メチルの最終使用

年後に未使用分が存在する場合には、購入者の

責任において廃棄物処理業者に処理を委託し、

適切な処理を行う必要があることについてご留

意頂きたい。

おわりに
　土壌用途の不可欠用途臭化メチルの全廃の時

期を年末に控え、これまでに開発された種々の

代替技術への転換が円滑に定着するよう、引き

続き対応を図っていく必要がある。

　これまでも関係者のご協力を頂き、使用削減

対策、代替技術の開発や現場への普及に取り組

んで頂いているところであるが、今後とも安全

で安定的な農業生産のため、引き続きご協力を

をお願いする。


