
なし、クロマメノキが岩元11:しがみ着いてい

る。

更に続く ιの道は、 三階滝公園が下山口

(登山口)となる回遊コースで、登山者11:中

腹の見事な赤エゾ総や這う様IL繁るダケカン

パ林を朗放し、自然との交流の中から心身の

健全化と、自然の大切さを理解して貰おうと

村が営林箸11:強く嬰望した結果、村が費用を

負担する事で実現した登山道である。多くの

人に愛されている反面、尾根筋と附近の植物

には歓迎されない道となった事は残念である。

作設前の予定線調査には私も参加したのだが、

その時は雪上調査であり、閲道後は初めての

登山であるので乙れ程iζ縞物が荒らされてい

ようとは恕像出来なかった。背丈の低いキバ

ナシャクナゲやエゾツツジは特11:被害が大き

く、以前はハイマツやダケカンパのトンネノレ

を悪戦苦闘しなければ行けなかった自生地も、

今は横を登山道が走っている。期待のエソツ

ツジはζ ζも徳舜瞥岳と同様の姿IL変ってい

た。乙れ以上歩いても自生地を探せる自信も

なれ帰りの体力を考え予定より早いが来た

道き引き返す事にした。 再びホロホロ山の頂

上を経て、イワ ウメの頭を胡~で、ミヤ7ダイ

コンソウの黄色に染まりながら下りる。

いつ再訪出来るか解らないが、その時はせ

めて現在のままの姿で迎えて欲しいものであ

る。徳舜瞥岳及ぴホロホロ山の野生草木は、

数百屈に及ぷ事が予惣され、その中のほんの

一部分Kしか触れる事が出来なかった訳であ

るが、現存する貴重な植物を乙れ以上傷つけ

る事なく、後世11:残したいものである。私の

知る限りではシンバ夕、 イワヒゲ、チシ7 セ

キショウ、ミネズオウ、白花ハクサンチドリ

がすで11:姿を消し、エゾツツジまでが絶滅寸

前である。山は「良識ある人だけを歓迎して

いるJのだと私は言いたい。

最後K会員諸賢11:は、繁殖基地を持った

「産草家」となられ、私共を御指導賜わらん

事を切に熱望し、拙文の結びとします。

1980年 4月記

植物検疫のはなし

はじめに

近頃、海外旅行ブームの波11:乗って、新婚

旅行をはじめとして多くの人たちが、沖縄・

小笠原諸島 ・さらに外国へと気楽に旅行する

ようになってきた。大正生まれの私にと って

は、 とても考えられなかった出来事である。

そして旅行の帰りKは、かならずと云ってよ

いほどに、旅行地のものをおみやげとして求

めてく る。その内容は、いろいろのものがあ

高野英二

るだろうが、箱物11:興味のある人であるなら

ば、苗木・球殿・種子・切花など、さら11:果

物が好きな人であるならば、バパイヤ・ココ

ヤシなどを求めてくる。

それぞれの港または空港には、病害虫の侵

入を防ぐ目的として、 農林水産省・植物防疫

所があって、植物防疫法11:基き縞物防疫官が

旅行者の持ち帰った植物を検疫する ζとにな

っている。もしもその時K、組物検疫上の知
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識に欠けた点があれば、思わぬトラブルが起

きて折角の楽しかった思い出は、後味の悪い

ものになってしまう。

また近頃では、外国産楠物の栽培ブームで、

時折園芸応に行ってみると、いままで見たι

ともない珍しい植物がたくさん庖頭K飾られ

ている。さらに、個人的に通信販売等Kより

外国の樋苗活や愛好家と連絡をとり、外国産

植物を直接入手栽壊する傾向が年どとに増加

している。これらの輸入検疫も又、植物防疫

所の仕事であって、その手続き方法を充分Iζ

熟知しておかないと、思わぬ手違いを起して

しまう恐れがある。

私の蝶仲間ICNという植物防疫所IC勤めて

いる人がいる。彼が中学生頃からの交際で、

かれζれ20年以上にもなるが、時折私の家を

訪れては、蝶の話などを中心にして雑談して

は帰ってし、かれる。その話の中で、植物防疫

Kふれる ζともあって、重要病害虫の話iζな

ると、虫好きの私は興味をそそられ詳しく聞

くζ ともしばしばあった。つい綾近になって

植物防疫のしおりなどをいただいたので、早

速読んでみると、内容が具体的でわかり易く、

横物検疫とは何なのか、植物防疫所とはどの

ような仕事をしている所なのか、理解が出来

て認識をあらたにした次第である。

ζれからは、ますます海外旅行をしたり、

外国から直接植物類を輸入する人が多くなる

ものと思われる。値物K興味を侍つ人の常識

として、植物検疫について覚えていた方がよ

いと思い、本来ならばN氏IC書いていただく

とζ ろであるが、私のためと思い、さらに植

物妨疫の紹介も兼ねてあえて書く ζとにした。

l 植物防疫所のしどと
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海外から病害虫の侵入をF此止するための輸

入検疫を行うほか、諸外国の要求に応じた輸

出検疫・重要病害虫の国内でのまん延を防ぐ

ための園内検疫、不幸にして侵入した重要病

害虫lζ対する緊急防除などが主Kなるしどと

である。

横物防疫所は、横浜@名古屋・神戸・門司

.那覇に約100ケ所の出先機関をもっている。

北海道では、札幌iζ支所がおり、函館・小樽

・室蘭・苫小牧・釧路・留萌の各港IC出張所

がある。

2 輸入検疫

(1)7!-国から輸入する植物類は、すべて植物

検疫を受ける必要がある。

根付きの苗木、観賞用植物だけではなく、

切花・球線・種子・野菜・果物・殻類・木材

・措用標本・香辛料や漢方薬の原料・ワラ製

品など、植物類はすべて輸入時iζ組物防疫官

の検査を受けなければならない。なお、 「植

物JICは、顕花組物のほか、シダ類や蘇苔類

(コケ)も含まれる。

これら植物類は、商社が貨物で輸入する場

合でも、個人が手K持ってくる場合でも、ま

たは郵便で送ってもらう場合でも、港、空港、

郵便局のいずれかの場所で植物検査を受ける

乙とになる。検査は税関検査の前に受ける ζ

とになっており、植物検査をパスしなければ

通関はできない。

(2)植物の輸入は定められた場所で行うこと。

植物類を持ち込める港・空港は定められて

おり、それ以外の場所では一切輸入は出来な

い。北海道では前記の六港のみで、千歳空港

は、昭和55年度K指定されることlζなってい

る。現庄のととろは、成田・羽田・大阪・福
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岡等の空港で検査を受けてくる必要がある。

郵便物についても検査をする場所が定めら

れており、道内での航空便は、札幌中央郵便

局、船便は函館郵便局となっている。

131検疫証明書を添付して輸入する ζ と。

ほとんどの国では、日本の植物防疫所のよ

うに植物倹疫を担当する政府機関をもってい

る。そして、国墳を越えた病害虫のまん延防

止を目的として国際条約を作り、加盟国がお

互いに述携を保っている。

植物類を日本K持ち込む場合11:は、事前11:

出発する国で組物検査を受け、証明書 CPh 
yto-sanitary Certificate)をもらっ

てくるとと。各国とも主要な港や国際空港に

は、組物検疫機関がある。郵便で送ってもら

う場合も、送り主IL証明書が必要な乙とを明

記して依頼する乙と。(外国では大体手数料

がかかる。)証明書がなくても、直ちに処分

されることはないが、検査に時間がかかり、

府警虫のため廃棄、除去、消毒等の措置を要

する ζとが多い。

また、多種類のものを輸入するときは、リ

ストを添付すると検査に手間どらないようで

ある。

141郵便物で輸入する場合は、小包郵便、小

型包装物、商品見本の三種類に限る ζ と。

封書では輸入出来ない。封書は郵便法上、

受取人以外の者は開封出来ない乙とになって

いるので、検査不能で認められていなし、。

もしも万一、 未検査の植物類が届いた場合

は、最寄りの植物防疫所11:連絡して指示を待

っとと。あとで未検査である ζ とがわかると

トラブノレになって困る ζ とになる。

15愉入禁止品に該当しない乙と。

次のものは輸入禁止品になっている。輸入

しようとする摺物類がζれに該当しないかど

うか、あらかじめ十分K確める必要がある。

特別に輸入許可される乙とがあるが、主に学

術上の実績として設備を持った公共的機関11:

H肘当れた道であり、一般的ではない。

(イ定められた病害虫の寄生縞物で、その

発生地から発送される縞物。

(ロ)病菌 ・害虫。

い)土または土の付着する植物。

(ニ)以上のものの容器 ・包装。

げについては、寄生植物地域が非常に複雑

なので、始めて輸入する場合は植物防疫所κ

具体的に確認しておく方が望ましい。大体の

目途として表 llL錫げる。

いについては、特IL宿球根類や苗木類iζ注

意を必要とするので、十分lok洗心、をする。

161隔離栽培が必要なもの。

リンゴ・サクランボ・ナシ・ブドウ・ キイ

チゴ ・コケモモ・クリ ・クノレミ等の果樹類の

苗木(締木を含む)や、ユリ・ チューリ ップ

.スイセン ・ヒヤシンス ・グラジオラス・ア

イリス ・ダー リア・了不モネ ・ラナンキュラ

ス・ベゴニア ・アリアム・ ガランサス等の球

根類は、輸入時の検査のほか、一定期間、国

の隔離闘場などで栽培し、精密な検査が行わ

れる。

ζのため、輸入して一年ぐらいは手元lζ届

かないζ とになり、隔離検査の結果、不合格

になれば焼却されてしまう。輸入する前花、

隔離の対象になるかどうか植物防疫所に問い

合わせておく必要がある。前記のものは一例

であり、同属であっても種Kよって扱いの異

るものもある。
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国の隔離園場は、札幌市・神奈JIIl県大和市

・兵庫県明石市にあるが、私たちに関係のあ

るιの項の積物は、現在のと乙ろ大部分、大

和圃場で栽培されている。寒地系のものは、

栽培、管理Kついての注意事項をよく連絡し

ておくととが望ましL、。

3 輸出検疫

諸外国でも、自国11:病害虫を侵入させない

ため、植物の輸入についてそれぞれの制限を

設けている。輸出検査は、輸出される植物が、

相手国の要求事項に適合しているかどうかに

ついて行うものである。

従って、輸出する相手国と植物の種類11:よ

って、輸入禁止であったり、証明書が必要で

あったり、栽培地で生育中の検査・または消

毒が条件であったり、さらにまた、検査不要

であったり、その国によりまちまちである。

一覧表にすることは不可能であり、変更され

るととも度々あるので、その都度具体的に相

手国と植物種類を、横物防疫所11:問い合わせ

た方がよいようである。日本での検査は無料

である。

4 緊急防除

外国から新らしい重要病害虫が侵入した場

合、または園内の一部iζ発生した重要病害虫

がまん延して、植物に重大な損害を与える恐

れが生じた場合11:は、緊急防除が行われる。

過去に、ジャガイモガ・ミカンネモグリセン

チュウについて行われた。

5 国内検疫

11)移動禁止・移動制限

沖縄・奄美・小笠原などには、本土fL未発

生のミカンコミパエ・ウリミパエ・アリモド

キゾウムシ・イモゾウムシ・サツマイモノメ
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イガ・アフリカ7 イ7 イの六種類の重要害虫

が発生しており、 ζれらが本土でまん延する

のを防ぐために、発生地の寄生植物は移動禁

止、制限の措置がとられている。

(2)指定種菌検査

農林水産。犬臣が指定した種苗(現在、種馬

鈴しょが指定されている。)11:?いては、栽

崎地で植物防疫官が重要病害虫に汚染されて

いないかどうか検査し、乙の検査11:合格して

はじめて、種苗としての移動が認められる。

以上、植物防疫所のしごとの概要と、私た、

ちに最も関心のある輸入しての注意事項与を中

心に書いた。随分厳しい関所のように思える

が、定められたノレ トを知り、 ζれを守るこ

と、わからないζ とは問い合わせることによ

り、国のサ ピス機関として生かされ、植物

検疫が私たちに身近なものとなるよう、理解

を深めたいと思う次第である。

むすび

毎年、 7-8月頃になると、新聞・ TV.

などで、アメリカシロヒトリという蛾の幼虫

の大発生の記事が報道されている。乙の蛾の

幼虫は、きわめて雑食性で、サクラ・ミズキ・

クワ等の葉を食べ、葉の上11:薄い糸を一面fL

張って集団生活をしており、街路樹の新害虫

として徐々に分布が広まっている。

乙のアメリカシロヒトリは、戦後、植物検

疫の空白時代11:アメリカから侵入したもので、

検疫の重要性を知る身近な実例である。

今後、侵入を特に警戒しなければならない

主な病害虫は、次のもので ζれに関連する植

物の輸入は厳重κ禁止されている。

チチュウ力イミノミエ・ミカンコミノマエ・コ

ロラドノ、ムシ・コドリンガP ・アリモドキゾウ
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ムシ・ジャガイモシストセンチュウ・ミカンネ

モモグリセンチュワ・ジャガイモガンシュ病。

身化とっても大きな勉強になった。

私たちが、個人の好みICより、なICげなく

海外から持ち帰ろうとしている植物の中に、

ζれからの日本の自然を含めた人間環境に、

重大な影響を与える病害虫が潜んでいる Eと

を思うとき、その行為には、自ずから慎重な

配慮が必要となってくる。

植物防疫のことについて、さらに詳しくお

間きになりたい人は、表2IC所名と電話番号

を書いたので、お問い合わせいただければ幸

いである。

ζのように書く私自身も、機会があればヒ

7 ラヤ地方i亡、蝶やプリムラをたずねて旅行

をしたいという夢を持っているので、 ζの植

物検疫のはなしは、他人どとではなく、私自

なお、海外旅行者用および沖縄・奄美・小

笠原への旅行用のリーフレットを余分にいた

だいているので、ど希望の人iζはお送りしま

す。

最後lζ、本稿の資料を提供された植物防疫

のN氏IC対し、厚くお礼を申しあげる次第で

ある。

表 1 輸入が禁止されている主な植物

地 域 輸入が禁止さ れている主な植物 対象となる病害虫

ヨーロッパ，中近東，ア すべての生果実(パインアップノレ， ココヤ γ，未成熟パナナの住 チチュウカイミノマエ

フリカ，オース卜ラリア 果実を除く)，クルミなど。 コドリンガ

プラゾノレなど

アメリカ(ハワイを除く)， リンゴ，ナシ，モモJ スモモ，サクランボなどの生果実， クルミ 2 コドリンガ

カナダ，ニュージーラン ムギワラなど。 ヘシアン"エ

ド
卜一一一一

すべての生果実(パインアップル1 ココヤシ，未成軌パナナ，日 チチュウカイミ"エ

ノ、 ワ イ本向け摘物検疫証明のあるパパイヤの生果実を除く)。 ミカンコミ"エ

ウリミ"エ

中華人民共拘国 リンゴ，ナシ， サクフンボなどの生果実，クルミ。 コドリン力事

中華人民共和国，台湾， ポンカン，タンカン， ザボン，フイムなどのかんきつ類，スモモ， ミカンコミ/イエ

ホンコン』東南アジア ノ-<;.'f:イヤ， リュウ力、、ン， レイシ，ゴレン、ン，ノてンジロウ， アボカ
ウリミ"エ

(フィリピン，インドネ ド， ランプータン，マンゴウ，スターアッ 7"レ，サポジラ， レン

シア，タイ，インド" 7'，ノぜンレイシ， マンゴスチ>'，ナス， トマト， 卜ウ力。ラ、ン，ス

キスタンなど)，クゃアム， イカ， キュウリ，ニガウワ，カボチャ，成熟パナナなどの塁突実

サイノマンなど。

以上のほか，①アメリカ(ハワイを含む)，プラジノレ，フィリピン，インドネシアなどからのほとんどの根付

きの植物は、ミカンネモグリセンチュウのため織入が禁止されています。@朝鮮半島及び台湾を除くすべての

地域白イネ，イ不ワラ，モミ及ぴモミガラは，わが国に未発生のイ不の病萄、害虫のため輸入が禁止されてい

ます。

表 2 主な問い合せ先

所 名 電話番 号 所 名 電話番号 所 名 電話番号

札 幌 011-852-1808 釧 t長 0154-22-4291 牧 0568-28-0510 
函 館 0138-42-6671 留 萌 01644-3-5156 (名古屋)

樽 0134-23-4161 横 浜
伊丹

000443756-詰724271d10駅2262言908問(大阪)I 06-856-7308 
室 調 0143-22-5228 成 国

1E4U-213695  苫小牧 0144-55-1881 羽 田
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