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技技 術術 説説 明明

1. まん延した場合に有用な植物に被害を与える
おそれがあることが明らかである有害動物又
は有害植物

2. 輸出国での栽培地検査及び輸入禁止の対象
となる有害動植物の地域等の見直し

3. 新たに輸出国での栽培地検査を求める有害植
物及び輸入の禁止における新たな枠組みの追

加
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技術説明の概要

Tatsuji_Ohara
タイプライタ
 資料３ 
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植物検疫措置の選定手順

２

リスク評価が必要な有害動植物を特定し、世界
における分布状況や生態等の関連情報を入手

有害動植物のリスク評価（侵入及びまん延の可
能性、経済的重要性）を行い、リスク管理が必
要かを決定

リスク管理が必要な有害動植物に対する植物検
疫措置を決定

開 始

リスク評価

リスク管理

まん延した場合に有用な植物に被害を与える
おそれがあることが明らかである有害動物又
は有害植物の選定手順

３

１．既に有害動植物リスク評価が終了している種

→ 検疫有害動植物

２．輸入検査で発見され、種まで同定された種

→ 新たにリスク評価を実施

３．輸入検査で発見され、種まで同定できなかった

もの

→ 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に追加
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４

２．輸入検査で発見され、種まで同定された
有害動植物のリスク評価

未発生種
↓

リスク評価を実施
↓

有用な植物に被害を
与える恐れがある

↓
検疫有害動植物

既発生種
↓

系統があるか、あるいは、
ベクターとなるか否かを確認

系統が既発生、
あるいは、

ベクターとならない
↓

非検疫有害動植物
候補

系統が未発生、
あるいは、

ベクターとなる、
若しくは

情報が得られない
↓

暫定検疫有害動植物

我が国での発生の有無

まん延した場合に有用な植物に被害を与える
おそれがあることが明らかである有害動物又は
有害植物（検疫有害動植物） 全724種

有害動物 種数 有害植物 種数

アザミウマ目 52 糸状菌 42

カメムシ目 105 細菌 17

コウチュウ目 193 ファイトプラズマ 18

ハエ目 50 ウイルス 111

チョウ目 65 ウイロイド 1

ハチ目 4 病原不詳 26

センチュウ類 10

有肺目 16

ダニ目 14

５
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６

非検疫有害動植物（案）

番号 和 名 番号 和 名

<ダニ目> <シロアリ目>

1 ニセクローバービラハダニ 17 イエシロアリ

<アザミウマ目> <チョウ目>

2 グラジオラスアザミウマ 18 ジャガイモガ

3 ヒラズハナアザミウマ* 19 ウラナミシジミ

4 ミカンキイロアザミウマ* 20 チャマダラメイガ
<カメムシ目> 21 ニセタマナヤガ

5 シクラメンコブアブラムシ* <バッタ目>

6 ジャガイモヒゲナガアブラムシ* 22 エンマコオロギ

7 チューリップヒゲナガアブラムシ* 23 タイワンエンマコオロギ

8 マメアブラムシ* 24 フタホシコオロギ

9 マメクロアブラムシ* 25 ミツカドコオロギ

10 モモアカアブラムシ*

11 ワタアブラムシ* *栽培の用に供しない植物に付着するものに限る

12 クロカタカイガラムシ

13 ハンエンカタカイガラムシ

14 マンゴウカタカイガラムシ

15 ナガオコナカイガラムシ*

16 クサギウスマルカイガラムシ

７

ミカンキイロアザミウマクサギウス
マルカイガラムシ

今回追加する非検疫有害動植物の例
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栽培地検査を要求する有害動植物
の地域の追加

８

• コロンビアネコブセンチュウ

• テンサイシストセンチュウ

• バナナネモグリセンチュウ

• すいか果実汚斑細菌病

• ソラマメステインウイルス

• ソラマメトゥルーモザイクウイルス

【追加地域】トルコ

コロンビアネコブセンチュウの栽培地検査対象地域の追加

現行地域

追加地域

９
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【追加地域】ニュージーランド

テンサイシストセンチュウの
栽培地検査対象地域の追加

現行地域

追加地域

10

【追加地域】 グレナダ、ドミニカ

バナナネモグリセンチュウの
栽培地検査対象地域の追加

現行地域

追加地域

ドミニカ

グレナダ

11
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すいか果実汚斑細菌病菌の
栽培地検査対象地域の追加

【追加地域】 ギリシャ、ハンガリー

追加地域

現行地域

12

ソラマメステインウイルスの
栽培地検査対象地域の追加

追加地域

現行地域

【追加地域】 トルコ、ヨルダン、スロバキア、ハンガリー、リビア
13
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追加地域

現行地域

ソラマメトゥルｰモザイクウイルスの
栽培地検査対象地域の追加

【追加地域】 ハンガリー 14

輸入禁止の対象となる有害動植物
の地域の変更及び対象植物の追加

15

地域の変更：
• チチュウカイミバエ
• ミカンコミバエ種群
• ウリミバエ
• ジャガイモシストセンチュウ
• 火傷病菌

寄主植物の追加：
• チチュウカイミバエ
• ミカンコミバエ種群

• カンキツグリーニング病菌
• アリモドキゾウムシ
• イモゾウムシ
• じゃがいもがんしゅ病菌
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チチュウカイミバエの輸入禁止対象植物の追加

【追加植物】 すのき（こけもも）属植物の生果実 16

チチュウカイミバエの輸入禁止対象地域の追加

【追加地域】 イエメン

17
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ミカンコミバエ種群の輸入禁止対象植物の追加

【追加植物】 カシューナッツの生果実
18

ミカンコミバエ種群の輸入禁止対象地域の追加

【追加地域】 フランス領ポリネシア

フランス領
ポリネシア

19
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ウリミバエの輸入禁止対象地域の追加

【追加地域】 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

20

ジャガイモシストセンチュウの輸入禁止対象地域の追加

現行地域

追加地域

【追加地域】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（スペイン領）、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 21
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火傷病菌の輸入禁止対象地域の追加

【追加地域】 シリア、ベラルーシ、リトアニア、モロッコ

追加地域

現行地域

22

【追加地域】 イラン、キューバ、ドミニカ共和国、

プエルトリコ、メキシコ

カンキツグリーニング病菌の輸入禁止対象地域の追加

23
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アリモドキゾウムシの輸入禁止対象地域の削除

【削除地域】 ニュージーランド
24

イモゾウムシの輸入禁止対象地域の削除

【削除地域】 ニュージーランド 25
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じゃがいもがんしゅ病菌の輸入禁止対象地域の削除

削除地域

現行地域

【削除地域】 チリ

26

新たに輸出国での栽培地検査を求め
る有害植物及び輸入の禁止における

新たな枠組みの追加

• Potato spindle tuber viroid (PSTVd)
（ポテト スピンドル チューバー ウイロイド）

• Plum pox virus (PPV)
（ウメ輪紋ウイルス）

• Phytophthora ramorum, P. kernoviae

27
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リスク評価を実施した理由

１ ポテト スピンドル チューバーウイロイド (PSTVd)及びウメ輪紋
ウイルス(PPV)に関しては、我が国でその発生が確認され、緊
急防除を含めた公的防除を開始
Phytophthora ramorum, P. kernoviaeに関しては、米国加州の
森林に大きな被害をおよぼしており、諸外国も検疫措置を適用

２ 我が国も、これらの有害植物の侵入・まん延の可能性及び経
済的重要性を評価し、適切な植物検疫措置を講じる必要

28

ポテトスピンドルチューバーウイロイド
のリスク評価結果

リスク管理「要」：検疫措置を検討
リスク管理「否」：検疫措置不要

29

侵入まん延
の可能性

経済的重要性
リスク管理
の要否

栽培用

苗・穂木等 高い 極めて高い 要

種子
（トマト、ばれいしょ）

高い 極めて高い 要

消費用 生果実 無視できる － 否
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選択肢
検疫措置の組み合わせ

PFA 1) PFPP・
PFPS 2)

栽培地
検査

輸出入
検査

室内精
密検定

隔離
栽培

① ○ ○

② ○ ○

③ ○ ○ ○

④ ○ ○ ○

①～③は栽培用植物及び種子に対して有効
④は栽培用植物に対してのみ有効

1) PFA: 病害虫無発生地域
2) PFPP・PFPS: 病害虫無発生生産地・生産用地

ポテトスピンドルチューバーウイロイド
の検疫措置の検討結果

30

ポテトスピンドルチューバーウイロイド
に対する検疫措置

実際に適用する植物検疫措置を決定するために、

・ 有害植物の生物学的特性等
・ 検疫措置の有効性
・ 検疫措置の実行上の困難性

を検討

規則別表１－２
トマト、ばれいしょの種子及び栽培の用に供し得る生植物につ

いては、輸出国における栽培地検査及びその結果を特記した検査
証明書の添付

規則別表２－２
トマト、ばれいしょ以外の栽培の用に供し得る生植物について

は、輸出国における遺伝子診断の実施及びその結果を特記した検
査証明書の添付

31
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ウメ輪紋ウイルスに対する検疫措置

実際に適用する植物検疫措置を決定するために、

・ 有害植物の生物学的特性等
・ 検疫措置の有効性
・ 検疫措置の実行上の困難性

を検討

別表１ー２
栽培の用に供し得る生植物については、輸出国
における栽培地検査及びその結果を特記した検査
証明書の添付

32

Phytophthora ramorum及びP. kernoviae
に対する検疫措置

実際に適用する植物検疫措置を決定するために、

・ 有害植物の生物学的特性等
・ 検疫措置の有効性
・ 検疫措置の実行上の困難性

を検討

別表１ー１
栽培の用に供する生植物については、輸出国における栽培地検

査及びその結果を特記した検査証明書の添付

別表２－２
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
供するものについては、輸出国における熱処理（摂氏71℃以上75
分以上）の実施及びその結果を特記した検査証明書の添付

33


