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１．はじめに
　新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策と

して在宅勤務やテレワークの推進により在宅時間

が増え、自宅で植物の栽培を楽しむためインター

ネット取引による購入が活発となり、植物の苗、

球根、穂木などを海外から国際郵便で輸入するケー

スが増えています。海外から送られてくる郵便物

は、国際郵便通関交換局（東京国際郵便局、川崎

東郵便局、中部国際郵便局、大阪国際郵便局、新

福岡郵便局及び那覇中央郵便局の計６局。以下「交

換局」という。）に集荷され、関係法令に基づく審

査や検査、通関手続きが行われた後、名宛人に配

達されます。

　苗、種子、青果物、穀類、まめ類、飼料などの

植物類を輸入する場合、植物防疫法に基づき、輸

出国の植物防疫機関が発行した検査証明書を添付

し、輸入時に植物防疫官による検査を受ける必要

があります。そのため、植物防疫官は各交換局に

出向き、郵便で輸入された植物類の検査を行って

います。全国の交換局における検査件数は、平成

27年から令和３年まで増加傾向にあり、特に種苗

類の増加が著しく、全体に占める割合は51％から

69％と増加しています（図１）。また、令和３年の

交換局別の検査件数の割合は、川崎東郵便局にお

ける検査件数が最も多く全国の33％、次いで東京

国際郵便局が同28％、大阪国際郵便局が同22％で

した（図２）。（※令和３年のデータは速報値）

図１　�植物防疫所における郵便物検査件数及び

　　　種苗類の占める割合（平成27年〜令和３年）

図２　交換局別の検査件数割合（令和３年）

　郵便物の増加に伴い、日本が要求している輸出

国での植物検疫措置が行われていない植物や、輸

出国が発行する検査証明書を添付していない植物

など植物検疫上のルールを満たさない植物類の輸

入も増加していることから、植物検疫制度の周知

のため植物検疫における国際郵便物の検査の流れ
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や植物類を輸入する際の留意事項などを紹介しま

す。

２．植物検疫における郵便物検査の流れ
　国際郵便で植物類を輸入する場合、商業用、研

究用、個人消費用などの用途や数量を問わず植物

防疫官の検査を受ける必要があります。植物類が

含まれた郵便物が交換局に到着すると、日本郵便

株式会社（以下「郵便局」という。）から植物防疫

所にその旨が通知され、植物防疫官が郵便局職員

立会いの下、郵便物を開梱して植物類の検査を行

います（図３）。

図３　小包郵便物の開梱検査

　この検査では、検査対象の植物類に必要となる

検疫条件を確認した上で輸出国が発行した検査証

明書などの書類の確認を行い、植物類への病害虫

や土の付着の有無などの検査を行います（図４〜

図６）。書類確認や検査の結果に問題がなければ、

検査合格となり、郵便物の外装に「植物検査合格

証印」（図７）が押印され、植物検疫の手続きは終

了となります。その後、この郵便物は郵便局職員

に引き渡され、税関による通関手続きなどを経て

名宛人のもとに配達されます。

　なお、検査の結果、合格とならなかった場合には、

その植物類は輸入が認められず廃棄することとな

ります。

図４　苗の検査

図５　苗木の検査

図６　種子の検査

図７　植物検査合格証印の図

３．国際郵便で植物類を輸入する際の留意事項
　　  ～郵便物の外装に「植物在中」と明記～
　郵便物の外装に貼付される税関告知書に植物類

が包装されていることが記載されていない場合、

またはその記載が曖昧な表記となっている場合、
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郵便局から植物防疫所に通知されず、植物類が含

まれた郵便物が検査を受けずに名宛人に配達され

る可能性があります。

　このことから植物防疫所では、確実に植物検疫

が行われるようにするため、国際郵便で植物類を

輸入する際には外装に「植物在中」、「植物検疫対

象」、「Plant」などの表示を目立つように貼付又は

記載することをお願いしています。その他、国際

郵便で植物類を輸入する際の注意事項については、

植物防疫所ホームページに掲載してい

ますので、下記URLからご覧ください。

https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/

yubin/yubin.html

４． インターネット注文で海外から植物類を
購入する際の注意事項

　近年、電子商取引の普及に伴い、誰でも植物類

をインターネットで容易に注文・購入できるよう

になりましたが、その一方で、植物検疫上のルー

ルに適合しない植物類の輸入が増えています。ネッ

トショップで販売されている植物類には海外から

発送されるものもあり、輸出国が発行する検査証

明書が添付されていないなどの検疫のルールを満

たしていない植物類が後を絶ちません。

　植物防疫所ではこのような検疫条件を満たさな

い植物類の輸入が増えないよう、植物防疫所ホー

ムページに「ネットショップで植物を輸入する際

の注意事項」として以下の内容を掲載しています。

①�　購入する植物がどこから発送されるものかを購

入前に確認し、海外から送られる場合には、検査

証明書の発行・添付が可能かどうかを確認する。

②�　発送元の国・地域、植物の種類により、日本

に持ち込むことができるもの、できないものが

細かく決められているので、購入前に必ず植物

防疫所ホームページで確認するか、最寄りの植

物防疫所に照会する。

③�　検査証明書が添付されていない植物は、植物

防疫法第６条第１項の規定に基づき廃棄処分と

なる。

　植物防疫所ホームページでは、植物類の輸入条

件に関するデータベースを用意していますので、

購入を予定している植物名、発送国（植物の産地）

などの情報を入力すれば、さまざまな植物の検疫

条件を確認することができます。詳し

くは下記URLからご覧ください。

http://www.pps.go.jp/eximlist/

Pages/exp/condition.xhtml

５．心当たりのない郵便物が送られてきたら
　数年前から、注文をしていない種子が海外から

郵送される事例が多く報告されています。前述の

とおり、植物防疫法に基づき輸入時に植物防疫官

による検査を受け、検査に合格しなければ植物類

を輸入することはできません。

　万が一、この検査を受けていない植物類（郵便

外装に「植物検査合格証印」の押印がない植物）

を庭やプランターなどで栽培してしまうと、海外

の病害虫を日本に侵入させてしまうおそれがあり

ます。このような郵便物が届いた場合には、植物

類を包装するビニール袋などを開封せず、現状の

ままで最寄りの植物防疫所にご連絡ください。ま

た、外装が未開封であれば、この郵便物の受け取

りを拒否することも可能ですので、郵便局に連絡

してください。

６．おわりに
　海外から郵便物として送られてくる植物類は多

種多様であり、検査件数も年々増加傾向で、海外

から病害虫が侵入するリスクが高まっていること

から、検査体制の強化が重要になっています。こ

のことから植物防疫所では、郵便物の検査を担当

する植物防疫官の増員や、動植物検疫探知犬の探

知活動の強化などにより的確かつ迅速な検査の実

施に取り組んでいます。また、植物類を輸入され

る皆様が植物検疫上のルールをご理解いただける

よう、植物検疫制度の周知にも取り組んでいます

ので、ご関心をもっていただければ幸いです。

　また、農林水産省公式YouTubeチャンネル

BUZZMAFF（ばずまふ）では、「【実況】通販で買っ

た外国産の観葉植物を大追跡した結果」の中で、植

物防疫所公式キャラクターの「ぴーきゅん」が、植

物の輸入手続きを分かりやすく解説しています。気

軽に植物検疫上のルールを知ることができますの

で、是非下記URLからご覧ください。

https://www.youtube.com/

watch?v=fA6oXscDY9k
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１．輸出状況
　EU向けのカンキツ類生果実の輸出は、平成20年

頃にウンシュウミカンが輸出されたのが始まりで

す。その後、ウンシュウミカン以外のカンキツ類

についても産地から輸出の要望があり、今ではユ

ズ、スダチをはじめ多様なカンキツ類が輸出され

ています。主な生産県は徳島県、高知県、愛媛県で、

令和元年に約８ｔ、令和２年に約12ｔ、令和３年

に約10ｔがフランス、オランダ、ドイツなどのEU

向けに輸出されました。日本産のユズ、スダチの

爽やかな香りと酸味が現地の飲食店などで好評を

得ているとのことです。

２．輸出に向けた課題と取組
　EUは検疫対象病害虫としてカンキツかいよう病

（Xanthomonas citri pv. aurantifolii 及び X. citri pv. citri）
及びミカンバエ（Bactrocera tsuneonis）を指定して

いて、日本は検査でこれらの病害虫の付着がない

ことを確認していますが、今回、ミカンバエの確

認方法が変更されました。（検疫条件の概要は植物

防疫情報35号で紹介）

（1）これまでのミカンバエの検査対応と課題
　日本には、EU内に発生していないミカンバエが

局所的に発生していることから、EUにカンキツ類

生果実（カンキツ属、キンカン属、カラタチ属な

ど６属とこれらの交配種の生果実）を輸出するた

めには、登録された生産園地（以下「園地」という。）

内にミカンバエが発生していないことを確認する

必要（トラップ調査及び生果実調査）があり、①

５月から10月までミカンバエのトラップを園地に

設置し、２週間ごとに全てのトラップを１つずつ

巡回確認し、ミカンバエが誘殺されていないかの

点検（トラップ調査）、②収穫前３か月間に毎月１

回全ての園地を巡回し生果実にミカンバエが寄生

していないかを確認（生果実調査）することが求

められます。

　植物防疫所が実施するミカンバエのトラップ調

査及び生果実調査には、園地関係者の立会いが毎

回必要となるため、園地の負担となっているとの

意見がありました。また、園地は山間部にあるこ

とが多く、労力が必要なトラップ調査なども園地

にとって大きな負担となっています。複数の園地

が所在する県では、園地の増加に伴い、県職員な

どの協力を得て実施していますが、調査日程の調

整が難しいとの意見も出されています。

（2）輸出条件の一部簡略化
　検疫条件の緩和は園地及び植物防疫所等関係者

の負担軽減を目的に、①前年の調査でミカンバエ

が無発生であると確認できた園地で栽培すること、

②栽培中ミカンバエに有効な防除が実施されるこ

と及び③植物防疫所がミカンバエの発見に適した

適期（果実着色期）に１回以上生果実調査を実施

することの組み合わせをミカンバエへの有効な措

置としてEU側に提案したところ、令和３年12月

14日、EU委員会でその適用が認められました。

　このことにより、ミカンバエの無発生園地では、

トラップ調査の全部及び生果実調査の一部を省略

することが可能となりました。このため、園地の

負担の軽減が見込まれるとともに、さらなる輸出

産地の拡大にも対応できることとなります。

３．今後の見通し
　今シーズンから、前年の調査でミカンバエの無

発生が確認された園地では、トラップ調査を省略

した方式も選択できることとなり、一部の園地で

適用が始まっています。

　また、輸出産地では、ヨーロッパの食品見本市

への出品などEU向けへの新たな品種の輸出に向け

た取組を行っており、検疫条件緩和による産地の

負担軽減及び産地の販売拡大に向けた取組によっ

て、今後、EU向けに日本産カンキツ類生果実の輸

出が促進されることが期待されます。

※EU向けカンキツ類生果実の輸出検疫条件の概要

は、次のURLで確認することができます。

https://www.maff.go.jp/pps/j/

search/ekuni/eu/eu/pdf/

eu_citrus_202203.pdf

植物防疫官による生果実調査

�

　　植物防疫官による輸出検査　　���ミカンバエ雌成虫

ＥＵ向けカンキツ類生果実の輸出検疫条件の

一部簡略化について

ＥＵ向けカンキツ類生果実の輸出検疫条件の

一部簡略化について
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　植物防疫所の様々な業務内容をシリーズでご紹

介します。初回は大型の貨物船（以下「本船」と

いう。）で輸入される穀類の検疫です。

　穀類本船は鹿島港・名古屋港・志布志港など全

国各地に入港しています。その穀類の総量は、年

間2,300万ｔを超えます。主要な品目はトウモロコ

シ、コムギ、オオムギなどです。

岸壁に到着した穀類本船

　通常、検査は岸壁に到着した本船に立ち入って

行います。植物防疫官は、船倉内で篩
ふるい

を使って穀

類の中に潜む微小な甲虫類を探したり、壁や穀類

の表面を目視で確認するなどの方法で、様々な箇

所を検査します。

船倉内で検査する植物防疫官

　害虫の種類によって習性にも特徴があり、トウ

モロコシから発見されることの多いマダラメイガ

類は、壁の低い位置に静止していることが多いの

に対し、コムギなどから発見されるカシノシマメ

イガ（Pyralis farinalis）は穀類表面に翅を広げて静

止しています。また、グラナリアコクゾウムシ

（Sitophilus granarius）は非常に敏感で、壁に這い上

がっているのを見つけても少しの振動で落下して、

穀類に潜り込んでしまうため、発見頻度の高いア

メリカ産コムギなどの検査時には、特に注意しま

す。穀類の種類や輸出国の組み合わせで発見が想

定される病害虫やその習性が異なることから、植

物防疫官は、知識と経験を活かして病害虫を探し

ます。一方で、想定外の病害虫が付着している可

能性も常に考慮します。

　検査で採集した病害虫は、植物検疫で対象とす

る病害虫「検疫有害動植物」に該当するか否かを

判定するための同定作業を行います。検疫有害動

植物は植物防疫法で規定されており、検査で発見

した病害虫がこれに該当する場合は不合格となる

ので、同定作業は輸入検査の合否に直結する重要

な作業です。外見がとてもよく似た害虫でも種類

が異なることがあり、慎重な作業が必要です。害

虫の体表にあるへこみの形状や毛の本数、生殖器

の形状で識別することもあり、非常に専門的な知

識と技術が必要な作業です。各職員は現場での経

験や職員同士の情報交換、各種研修を通じて、植

物防疫官としての知識と技術の習得に努めていま

す。

　検査の結果不合格となった貨物は、日本へ輸入

しない場合（返送）と、消毒して病害虫侵入のお

それを無くしてから輸入する場合（消毒）があり

ます。

　穀類では多くの場合、植物検疫くん蒸施設とし

て植物防疫所が指定したサイロや倉庫で、臭化メ

チルなどの薬剤を使用して消毒を行います。また、

薬剤による消毒の他に、トウモロコシをコーンス

ターチ（とうもろこしでんぷん）に加工する際の

熱処理で消毒を行う方法もあります。このような

加工を行う工場も消毒施設として植物防疫所が指

定しています。

　以上のような植物検疫の手続きを経て輸入され

る穀類は、食用、飼料用のみならず、加工されたコー

ンスターチは医薬品やビールの醸造など、私たち

の暮らしの幅広い分野で利用されています。この

ような生活物資の輸入に際し、植物防疫官は日本

の農業と緑を守るため的確な植物検疫を実施して

います。

現場リポー
ト　　「植物検疫」 水際の最前線

－名古屋南部出張所からのリポート－

　　「植物検疫」 水際の最前線
－名古屋南部出張所からのリポート－
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　成田市は、平成26年に政府の国家戦略特別区域

に指定されたことを受け、農水産物の迅速な輸出

の実現に向けた準備を進め、令和４年１月20日に

輸出時に必要な検疫・通関など全ての手続きを市

場内で完結することができる「ワンストップ輸出

機能」を備えた新生成田市場を成田空港隣接地に

開場しました。

　横浜植物防疫所成田支所では、市の要請及び輸

出促進の観点から市場内で輸出検査（集荷地検査）

及び植物検疫証明書の発行を行うこととし、開場

に先立ち整備されたワンストップ輸出施設内で令

和３年11月から輸出検査を開始、令和４年３月�

までの５か月間でタイ向け野菜など1,442件、

22,357kg、UAE向け切花など152件、49,058個の

検査を行いました。

　また、市は開場記念式典（令和４年１月12日）

及び開場記念イベント（同年３月26日）を開催し

ました。成田支所からは植物防疫所の公式キャラ

クター「ぴーきゅん」も参加し、イベント来場者

の皆様に対し昆虫の標本展示やリーフレットの配

布など植物検疫に関する広報活動を行いました。

市場全景

開場記念イベントにて植物検疫を紹介

　名古屋植物防疫所では、農林水産省東海農政局

が岐阜県、愛知県、三重県の病害虫防除所職員な

どを対象に開催する「東海管内病害虫防除所職員

等同定診断技術研修会」に協力しています。この

研修では、参加者の病害虫防除などに関する知識

及び技術の維持・向上を図ることが目的とされて

いて、近年はアザミウマ類（平成29年度）、イチゴ

病害（平成30年度）、チョウ目、アザミウマ類（令

和元年度）などの同定診断について、名古屋植物

防疫所を会場にして講義とともに実際の病害虫を

用いた同定実習を行っています。令和２年度の研

修会は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より中止となりましたが、令和３年度は、オンラ

インによる開催要請があり、令和４年２月14日、「糸

状菌の分離・培養の基礎的手法」と題して名古屋

植物防疫所の同定官が講義と実習を行いました。

　オンライン開催は初めての試みであったことか

ら、事前に参加者側で顕微鏡などの機器を準備す

る必要があったことや、実習中の参加者と講師の

コミュニケーションに通常より時間を要したこと

など、対面開催との対応の違いに戸惑うこともあ

りましたが、予定した内容を無事に終えることが

でき、参加者からは好評をいただきました。

　今回はコロナ禍であることを考慮した初めての

試みでしたが、今後は通信技術の高度化に伴い実

習などのオンライン研修が平準化されると想定さ

れることから、今回の経験を活かし、新しい研修

方式に適した効果的な実施方法を模索していきた

いと考えています。

オンライン講義を行う同定官

成田市公設地方卸売市場で開始された

輸出検査について

成田市公設地方卸売市場で開始された

輸出検査について

「東海管内病害虫防除所職員等

同定診断技術研修会」 への協力

「東海管内病害虫防除所職員等

同定診断技術研修会」 への協力
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　アメリカ合衆国には、日本への侵入を警戒する

ジャガイモシストセンチュウ（Globodera rostochiensis）
及びジャガイモシロシストセンチュウ（Globodera 
pallida）が発生している地域があり、同国からのバ

レイショ生塊茎の輸入は禁止されています。ただ

し、これらのセンチュウが発生していない地域で

生産され、同国が栽培中に検査を行い、輸入検査

において、土壌の付着や検疫有害動植物が確認さ

れず、輸入後は植物防疫所が指定した加熱加工処

理施設でポテトチップスに加工（摂氏130度以上の

油で２分間以上）することなどの定められた条件を

満たしたものは、日本への輸入が認められています。

　現在、同国産バレイショ生塊茎は、広島港（広

島県）、鹿児島港及び志布志港（ともに鹿児島県）

に輸入されています。

　植物防疫所では、全国の大学生を対象に、植物

防疫所の仕事に興味を持ってもらうために毎年イ

ンターンシップを開催していて、植物防疫所のホー

ムページで募集の案内をしています。

　門司植物防疫所では、全国の大学から多数の応

募がありましたが、開催を予定していた８月に、

福岡県から新型コロナウイルス感染症の緊急事態

宣言が出されたため、いったん中止となりました。

　その後、緊急事態宣言が解除されたことから、

新たに企画して令和４年２月28日から３月14日に

２日間の短期コースを４回開催したところ、計12

の大学から24名の参加がありました。

　初日は、植物防疫所の業務について説明した後、

下関港の国際フェリーターミナルと門司港のコン

テナヤードの見学、２日目は、微小害虫の標本作

製とその識別やベルマン法による線虫の検出とそ

の識別などの同定診断業務を体験してもらいまし

た。

　令和３年度は、開催中止や開催時期が変更とな

り、参加できなかった学生の皆様にはご迷惑をお

かけしました。

　令和４年度も夏から秋ごろにかけ横浜、名古屋、

神戸、門司、那覇の各植物防疫（事務）所でインター

ンシップを開催する予定です。

同定診断業務を体験中の学生

（門司植物防疫所　研修室）

アメリカ合衆国産バレイショ生塊茎の

輸入について　

アメリカ合衆国産バレイショ生塊茎の

輸入について　

令和３年度インターンシップを開催しました令和３年度インターンシップを開催しました

数　量
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広島港 鹿児島港 志布志港

バレイショの検査状況（広島港） 港別の輸入数量（平成22年〜令和３年）
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注目情報 植物防疫所のホームページ （https://www.maff.go.jp/pps/） では、
法令改正や輸出入植物検疫に関する最新情報を提供しています。 令和４年７月７日現在

【法令改正関係情報】
●�種馬鈴しょ検疫に関する要領が改正され、ジャガイモシストセンチュウ発生地域が追加されました。（令和4年6月8日）
●インド向けりんごの生果実輸出検疫実施要領が制定されました。（令和4年4月28日）
●�ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示が改正され、規制の対象となる防除区域が変更されました。（令
和4年4月15日施行）
●�テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令及び告示が改正され、防除の期間が変更されました。（令和4年3月31日
施行）
●�植物検疫制度の見直しにより、植物防疫法施行規則（省令）及び関係通知が一部改正されました。（令和4年3月23日施行）
●�「インド産マンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則」が一部改正されました。（令和4年3月17日）
　主な改正点は、現地確認の方法を査察により行うことが可能となることです。

【輸入植物検疫関係情報】
●�チリ共和国Metropolitan州Santiago郡の一部地域においてチチュウカイミバエが発見されたため検疫規制地域が設定されま
した。（令和4年4月12日）

【輸出植物検疫関係情報】
●�ベトナム向け生果実登録選果こん包施設一覧（令和4年産うんしゅうみかん）を掲載しました。（令和4年6月20日）
●ベトナム向け生果実登録選果こん包施設一覧（令和4年産なし）を掲載しました。（令和4年6月14日）
●「各国の輸入規制等詳細情報」におけるアルバニア共和国の情報を更新しました。（令和4年5月16日）
●「中古農林業機械の輸出について」の情報を更新しました。（令和4年5月16日）
●�「各国の輸入規則等詳細情報」におけるオーストラリアの情報及び「品目別検疫条件一覧表（貨物・携帯品・郵便物）」を
更新しました。（令和4年5月2日）
●�「輸出入条件詳細情報」の検疫条件一覧表（早見表）（貨物、携帯品及び郵便物）を更新しました。（令和4年4月29日）
●台湾向け生果実登録選果こん包施設一覧（令和4年産もも・すもも）を掲載しました。（令和4年4月22日）
●「各国の輸入規制等詳細情報」における欧州連合(EU)の情報を更新しました。（令和4年4月11日）
●「各国の輸入規制等詳細情報」におけるインドの情報を更新しました。（令和4年3月29日）
●「各国の輸入規制等詳細情報」における英国の情報を更新しました。（令和4年3月4日）
●「各国の輸入規制等詳細情報」におけるトルコの情報を更新しました。（令和4年3月1日）

　令和３年11月24日及び25日、沖縄県の糸満市及

び南風原町において、外国人農業支援人材及び特

定技能外国人材として来日した方々を対象とした

研修会（JA沖縄中央会主催）が開催され、那覇植

物防疫事務所の職員が動物検疫所の職員と共に、

ベトナム人実習生（計25名）に対して動植物検疫

制度に関する広報を行いました。研修会では、実

習生が理解しやすいようスライドにベトナム語を

活用するとともに、写真を多用し、説明を行いま

した。

　受講した実習生からは「分かりやすかった」、「日

本に送れない植物類について自国の家族や知人へ

知らせたい」などの声が寄せられ、主催者には、

実習生を受け入れる農業経営体から今回のような

研修会を定期的に開催してほしいとの声が寄せら

れています。

　令和３年11月８日以降、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響で停止していた外国人の新規入国

が再開されており、今後、同様の研修会の増加が

予想されます。植物防疫所としては、このような

機会を捉え、積極的に植物検疫制度の周知に取り

組みます。

外国人技能実習生への植物検疫制度広報

外国人農業支援人材及び特定技能外国人材を

対象とした研修会で植物検疫広報を実施

外国人農業支援人材及び特定技能外国人材を

対象とした研修会で植物検疫広報を実施

植物防疫情報 No.458


