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意見を聞こうとする事項意見を聞こうとする事項

１．検疫有害動植物の規定方法等の変更について

２．輸出国に求める栽培地検査の対象とする地域
等の見直しについて

３．輸入の禁止の対象とする地域等の見直しにつ
いて

４．輸入の禁止の対象から除外するための枠組み
の追加について

５．非検疫有害動植物の追加に伴う輸入植物検疫
規程の改正について

１

見直しの趣旨見直しの趣旨

○ 輸入植物の多様化や輸出国の増加による病害
虫侵入リスクの高まりに対応するため、ターゲット
とする病害虫を絞った検査が必要

○ 国際植物防疫条約等国際的な基準への整合、
科学的根拠に基づくリスク評価に応じた植物検疫
措置の適用が必要

２
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植物検疫の抱える課題植物検疫の抱える課題

輸入植物類の増加・多様化などの要因により、

病害虫侵入の可能性が増大

輸入農産物 平成７年 平成１７年

検査件数 ５７万 ８０万

検査品目 ７千 ８千４百

輸出国・地域数 １２２ １７９

病害虫侵入の可能性の増大

5

３

国
内
未
発
生
の
病
害
虫

リ
ス
ク
評
価

日本の農業に大きな被害を及ぼす可能
性がある病害虫

223種類
①輸入禁止 ・・・17種類（ミバエ類等）
②栽培地検査・・・12種類（線虫等）
③重点検査 ・・・194種類（病害虫全般）

検
疫
対
象

リ
ス
ク
評
価

適切な検疫措置が不明な国内未発生の
病害虫

（検疫効果が不十分である可能性）

国
内
既
発
生
の
病
害
虫

リ
ス
ク
評
価

国内に発生しているにもかかわらず、
検疫対象にしている病害虫

（国際ルール違反の可能性）

リ
ス
ク
評
価

日本の農業に新たな影響を及ぼすことが
ない病害虫

169種類

検
疫
対
象
外

一部の病害虫

（約400種）の

みを、リスク評

価結果に基づ

きリストアップ

未
了

未
了

了

了

我が国が検疫対象としている病害虫我が国が検疫対象としている病害虫

大部分の病害虫が、

リストアップされな

いまま包括的に輸

入検査の対象

４
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目視検査

＜異常発見＞

精密検査

※ルーペや顕微鏡を用いた
目視を主体とした検査

対象病害虫が明確でなく、不特定多数の病害虫を対象に
検査を実施

病害虫に特異的な検査、検疫が実質的に不可能

病害虫発見

侵入阻止

リスク評価未了の病害虫に対する
検疫措置の現状と問題点

リスク評価未了の病害虫に対する
検疫措置の現状と問題点

輸入検査

植物に潜入している
病害虫の場合、発見
されず侵入を許すお
それ

５

植物や植物生産物の病害虫の国際間の移動を防止
し、病害虫防除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り決め。

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３４）。

植物検疫のための国際的基準植物検疫のための国際的基準

国際植物防疫条約

国際植物検疫措置に関する国際基準

IPPC

ISPM

６
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それにより危険にさらされている地域の経済に重大な
影響を及ぼすおそれのある有害動植物であって、

① その国に存在しない病害虫

② その国の一部にだけ存在している病害虫で、公的
防除が行われているもの

アリモドキゾウムシ、カンキツグリーニング病菌
などが該当

植物検疫の対象とできる病害虫植物検疫の対象とできる病害虫

日本ではチチュウカイミバエ、火傷病など
が該当

検疫有害動植物

７

植物検疫の対象とする病害虫のリスト化植物検疫の対象とする病害虫のリスト化

国際植物防疫条約

第７条第２項(ｉ)

締約国は、最善を尽くして、規制有害動植物の
最新の一覧表を学名を用いて作成し、及び最新
のものとし、当該一覧表を事務局長、自国が構
成国である地域的植物防疫機関及び要請に応じ
てその他の締約国に提供する。

【検疫対象病害虫のリスト化に関する国際的取り決め】

８



6

（人、動物、植物のための）検疫措置は、

① 科学的な根拠に基づいていなければならない

② 国際的な基準がある場合、それに基づいたものと
しなければならない

③ 人、動物または植物を保護するために、必要な範
囲で適用するべきである

不当な措置はＷＴＯへ訴えられるおそれ

WTO・SPS協定における基本ルールWTO・SPS協定における基本ルール

WTO：世界貿易機関
SPS協定：衛生植物検疫措置の適用に関する協定

９

12

見直し案の策定に際して見直し案の策定に際して

関係各界の有識者、専門家による意見・情報交換会を開催し、
その中で取りまとめられた考え方の原則を反映

１０

１．わが国の植物検疫の強化の必要

○輸入植物の種類や輸出国の増加などに伴い国内未発生の病害虫が侵入
するリスクが増大している。その危険からわが国の農林業を守るため、現
行の輸入植物検疫の方法を検証し必要に応じて見直しを行う。

２．国際的な取り決めへの整合

○科学的根拠に基づくリスク評価の結果に応じた植物検疫措置を実施する。

○植物検疫の対象とする病害虫を明確化し、リスト化する。

○植物検疫の対象とする病害虫は国内未発生であるか、または、一部に発
生し公的防除の対象となっているものであって、経済的な影響が大きいも
のとする。

考え方の原則
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見直し案の内容見直し案の内容

１．検疫有害動植物の規定方法等の変更

13

（植物防疫法施行規則第５条の２関係）

検疫対象

非検疫のみを指定

現 行 改正後

検疫対象を指定

（当面非検疫も指定）

※病害虫名を学名で明示

１１

（新別表１及び告示）

14

○リスク評価の結果に基づき検疫有害動植物とするもの

まん延した場合に有用な植物に新たな被害を与えるおそれ
があることが明らかである有害動植物
全724種

（１）有害動物 509種
１）節足動物 483種
２）線虫 10種
３）その他無脊椎動物 16種

（２）有害植物 215種
１）真菌及び粘菌 42種
２）細菌 35種
３）ウイルス（ウイロイドを含む。）112種
４）その他植物病の病原体 26種

植物防疫法施行規則の新別表１で指定

１２
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15

○リスク評価未了のため暫定的に検疫有害動植物として
取り扱うもの

まん延した場合に有用な植物に新たな被害を与えるおそ
れがないことが確認されていないものとして農林水産大
臣が指定する有害動植物

（１）有害動物
１）節足動物 186科
２）線虫 25科
３）その他無脊椎動物 27科

（２）有害植物
１）真菌及び粘菌 313属
２）細菌 49属
３）全ての植物ウイルス及びウイロイド
４）植物に寄生する全ての寄生植物

（ただし、非検疫有害動植物を除く）

告示を制定して指定
１３

16

告示を制定して指定

○リスク評価の結果に基づき検疫有害動植物から除外するもの

非検疫有害動植物 194種類（5属と189種）
（１）有害動物：節足動物 173種
（２）有害植物：真菌及び粘菌 5属と14種、ウイルス 2種

【今次改正案で追加しようとするもの】全25種
栽培の用に供する植物に付着する場合は検疫
有害動植物となるもの

Aphis craccivora（マメアブラムシ）
Aphis fabae（マメクロアブラムシ）
Aphis gossypii（ワタアブラムシ）
Aulacorthum circumflexum

（シクラメンコブアブラムシ）
Aulacorthum solani

（ジャガイモヒゲナガアブラムシ）
Frankliniella intonsa（ヒラズハナアザミウマ）
Frankliniella occidentalis（ミカンキイロアザミウマ）
Macrosiphum euphorbiae

（チューリップヒゲナガアブラムシ）
Myzus persicae（モモアカアブラムシ）
Pseudococcus longispinus

（ナガオコナカイガラムシ）

１４

Aspidiotus excisus（クサギウスマルカイガラムシ）
Bryobia rubrioculus（ニセクローバービラハダニ）
Coptotermes formosanus（イエシロアリ）
Ephestia elutella（チャマダラメイガ）
Gryllus bimaculatus（フタホシコオロギ）
Lampides boeticus（ウラナミシジミ）
Loxoblemmus doenitzi（ミツカドコオロギ）
Milviscutulus mangiferae（マンゴウカタカイガラム
シ）
Parasaissetia nigra（クロカタカイガラムシ）
Peridroma saucia（ニセタマナヤガ）
Phthorimaea operculella（ジャガイモガ）
Saissetia coffeae（ハンエンカタカイガラムシ）
Teleogryllus emma（エンマコオロギ）
Teleogryllus occipitalis（タイワンエンマコオロギ）
Thrips simplex（グラジオラスアザミウマ）
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17

見直し案の内容見直し案の内容

（植物防疫法施行規則第５条の４関係）

２．輸出国での栽培地検査の対象とする地域等の見直し

17

17

１２種類の病害虫について
発生地域×要検査植物
の組合せを規定

栽培地検査
・６種類の病害虫の発生
地域を追加

・４種類の病原体を新た
に指定

現 行 改正後

（別表１の２）
（別表１）

１５

18
18

検疫有害動植物 追加する地域
a) Meloidogynechitwoodi
（コロンビアネコブセンチュウ）

トルコ

b) Heteroderaschachtii
（テンサイシストセンチュウ）

ニュージーランド

c) Radopholussimilis
（バナナネモグリセンチュウ）

グレナダ、ドミニカ

d) Acidovoraxavenaesubsp. Citrulli
（スイカ果実汚斑細菌病菌）

ギリシャ、ハンガリー

e) Broad bean stainvirus
（ソラメマステインウイルス）

トルコ、ヨルダン、スロバキア、ハンガリー、
リビア

f) Broad bean true mosaic virus
（ソラマメトゥルーモザイクウイルス）

ハンガリー

（１）地域の追加

１６
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19

（２）検疫有害動植物の追加

○ Phytophthora kernoviae及びP. ramorum

【特徴】宿主範囲が広く、こなら属植物では主幹に感染し急速に枯死する。つつじ属、
がまずみ属植物では葉や枝に感染し、萎凋、枯死する。

【発生地域】ヨーロッパ、北アメリカ等
【主な寄主植物】つつじ属、あせび属、こなら属、げっけいじゅ属、まてばしい属等

○ Plum pox virus（ウメ輪紋ウイルス）

【特徴】もも、あんず、うめ等の核果類に感染し葉や果実に輪紋、モザイク、早期落果
等を引き起こし大きな被害を与える。接ぎ木により伝染するとともに、多くの
アブラムシにより媒介される。

【発生地域】ヨーロッパ、中近東、アメリカ、カナダ、チリ、アルゼンチン等
【主な寄主植物】もも、あんず、うめ等の核果類、せいようまゆみ、ながばくこ等

○ Potato spindle tuber viroid（ポテトスピンドルチューバーウイロイド）

【特徴】ばれいしょに感染すると塊茎の細長化、小型化、茎葉の矮化、縮葉等、トマト
の場合は葉巻、葉の黄化、縮葉等が現れ大きな被害を与える。ばれいしょ、ト
マトでは種子伝染が知られている。

【発生地域】ヨーロッパ、中国、インド、南北アメリカ、ニュージーランド等
【主な寄主植物】ばれいしょ、トマト等のナス科植物

１７

見直し案の内容見直し案の内容

（植物防疫法施行規則第９条関係）

３．輸入の禁止の対象とする地域等の見直し

20

20

１７種類の病害虫について
発生地域×要検査植物
の組合せを規定

輸入禁止 ・２種類の害虫の発生地域
及び寄主植物を追加

・４種類の病害虫の発生地
域を追加

・３種類の病害虫の発生地
域を削除

現 行
改正後

（別表２）

（別表２）

１８
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21
21

（１）植物の追加

検疫有害動植物 追加する植物

a) Ceratitiscapitata
（チチュウカイミバエ）

すのき（こけもも）属植物の生果実

b)  Bactroceradorsalisspeciescomplex
（ミカンコミバエ種群）

カシューナッツの生果実

１９

22

（２）地域の追加

２０

検疫有害動植物 追加する地域

a) Ceratitiscapitata
（チチュウカイミバエ）

イエメン

b)  Bactroceradorsalisspecies complex
（ミカンコミバエ種群）

フランス領ポリネシア

c) Bactroceracucurbitae
（ウリミバエ）

カメルーン、ギニア、コートジボワール、セネガ
ル、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ

d) Globoderarostochiensis
（ジャガイモシストセンチュウ）

インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピ
ン、イラン、トルコ、レバノン、キプロス、クロアチ
ア、スロバキア、スロベニア、チェコ、ハンガリー
、ブルガリア、ポルトガル、マルタ、カナリア諸島
、南アフリカ共和国、チリ、ベネズエラ、オースト
ラリア、ニュージーランド

e) Erwiniaamylovora
（火傷病菌）

シリア、ベラルーシ、リトアニア、モロッコ
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23

検疫有害動植物 削除する地域

a) Cylas formicarius
（アリモドキゾウムシ）

ニュージーランド

b) Euscepespostfasciatus
（イモゾウムシ）

ニュージーランド

c) Synchytriumendobioticum
（ジャガイモがんしゅ病菌）

チリ

（３）地域の削除

２１

（２）地域の追加（続き）

検疫有害動植物 追加する地域

f) CandidatusLiberibacterafricanus
（カンキツグリーニング病菌アフリカ型）
CandidatusLiberibacteramericanus
（カンキツグリーニング病菌アメリカ型）
CandidatusLiberibacterasiaticus
（カンキツグリーニング病菌アジア型）

イラン、キューバ、ドミニカ共和国、プエルトリ
コ、メキシコ

見直し案の内容見直し案の内容

（植物防疫法施行規則第９条関係）

４．輸入の禁止の対象から除外するための枠組みの追加

24

2424

24

【現行を維持】

２国間で合意した検疫条件が
満たされているものに限り輸
入を許可

【新設】

国際的に普及している消毒等
の方法を予め提示し、その方
法により対象病害虫に侵され
ていないことを輸出国政府が
証明したものに限り輸入を許
可
（2国間合意は特に要しない）

（別表２） （別表２の２）

輸入禁止

２２



13

25
25

○ 下表の地域から発送され、又は当該地域を経由した下表の植物
を輸入する場合において、下表の措置が講じられているものは輸
入が可能だが、それ以外のものは輸入の禁止の対象とする。

地 域 植 物 措置の内容

英国、ニュージーラン
ド

せいようきづた、せいようばくちのき、せい
ようひいらぎ、あせび属植物、おがたまの
き属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物
、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属
植物、もくれん属植物及びゆりのき属植
物の葉、枝、樹皮その他の部分（種子及
び果実を除く。）又はこれらから生じた腐
植（これら植物の部分が微生物その他の
生物により分解されたものをいう。）であっ
て、植物の植込みの用又は植物が生育
する土壌の被覆の用に供するもの

１ 輸出国の政府機関により発行さ
れ、かつ、その検査の結果検疫有
害動植物が付着していないことを
確かめ、又は信ずる旨を記載した
検査証明書又はその写しを添付
してあるものであること。
２ １の検査証明書又はその写しに
は、摂氏７１度以上で７５分以上
の熱処理が行われ、かつ、Phytop
hthora kernoviaeに侵されていない
ことが特記されていること。

２３

26

地域 植物 措置の内容

アイルランド、イタリ
ア、英国、英領チャ
ネル諸島、オランダ
、スイス、スウェーデ
ン、スペイン、スロベ
ニア、デンマーク、ド
イツ、ノルウェー、フ
ランス、ベルギー、ポ
ーランド、アメリカ合
衆国、カナダ

つつじ属、あせび属、こなら属、げっけ
いじゅ属、まてばしい属等の葉、枝、樹
皮その他の部分（種子及び果実を除く。）
又はこれらから生じた腐植（これら植物
の部分が微生物その他の生物により分
解されたものをいう。）であって、植物の
植込みの用又は植物が生育する土壌の
被覆の用に供するもの植物

１ 輸出国の政府機関により発行され
、かつ、その検査の結果検疫有害動
植物が付着していないことを確かめ
、又は信ずる旨を記載した検査証明
書又はその写しを添付してあるもの
であること。
２ １の検査証明書又はその写しには
、摂氏七十一度以上で七十五分以
上の熱処理が行われ、かつ、Phytop
hthora ramorumに侵されていないこ
とが特記されていること。

インド、中華人民共
和国、アフガニスタン
、イスラエル、トルコ
、イタリア、ウクライ
ナ、英国、オランダ、
ドイツ、フランス、ベ
ラルーシ、ベルギー
、ポーランド、ロシア
、エジプト、ナイジェ
リア、アメリカ合衆国
、コスタリカ、チリ、ベ
ネズエラ、ペルー、
ニュージーランド

アボカド、しまほおずき、ストレプトソレン・
ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティ
ー、ダリア、つるはななす、とうがらし、ペ
チュニア、ペピーノ及びブルグマンシア属
植物の生植物（種子及び果実を除く。）で
あって栽培の用に供し得るもの

１ 輸出国の政府機関により発行され
、かつ、その検査の結果検疫有害動
植物が付着していないことを確かめ
、又は信ずる旨を記載した検査証明
書又はその写しを添付してあるもの
であること。
２ １の検査証明書又はその写しには
、核酸の塩基配列を検出するために
適切と認められる方法による検査が
行われ、かつ、Potato spindletuber vir
oid（ポテトスピンドルチューバーウイ
ロイド）に侵されていないことが特記
されていること。

（続き）

２４
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見直し案の内容見直し案の内容

５．非検疫有害動植物の追加に伴う輸入植物検疫規程の改正

（輸入検疫規程第３条関係）

２５

○ 非検疫有害動植物の追加に伴い、現行の輸入植物
検疫規程の別表第２（規程第３条第１項第４号の規定
する措置の基準）の検疫有害動植物の欄に掲げる有害
動植物の中に、検疫有害動植物から除外されることと
なるものが発生することから、当該有害動植物を同表
から削除

【削除する検疫有害動植物】
・ジャガイモガ
・グラジオラスアザミウマ
・チャマダラメイガ

今後の予定今後の予定

２６

１．改正植物防疫法施行規則の施行
（栽培地検査要求関係を除く）

改正等から6か月後

２．改正植物防疫法施行規則の施行
（栽培地検査要求関係のみ）

改正等から1年後


