
養殖業に大きな被害をもたらす魚病の海外からの侵入を防ぐため、

水産資源保護法施行規則が改正され、平成２８年７月２７日から、これまでの

生きているコイ、キンギョ、サケ（発眼卵・稚魚）、クルマエビ（稚エビ）等に加え、

新たに、以下のものについて、農林水産大臣の輸入許可が必要となります。

農林水産大臣の輸入許可にかかる手続
対象水産動物を輸入する場合、輸入許可手続が必要です。

動物検疫所へ
輸入許可申請
（輸出国政府が
発行する検査証
明書等の提出）

輸入許可証
の交付

（疾病が疑われ
た場合は、隔離
管理、焼却等）

到着時の
輸入検査

（書類・現物検査
により疾病の
有無を確認）

通
関

新たな輸入許可対象の水産動物及び養殖用飼料

アワビ、 カキ、 ホタテガイ、 テナガエビ、
ナイルティラピア、 マダイ、 ホヤ 等

卵、稚魚、親魚等全ての成長段階の生きているもの
（食用であっても対象となる場合あり）

飼料等養殖用に供する生きていないもの
（魚粉、魚油は除く）

※詳しくは、裏面をご参照下さい。



輸入許可の対象水産動物

魚類 サケ科魚類、 コイ、 フナ属魚類（キンギョ等）、
コクレン、 ハクレン、 アオウオ、 ソウギョ、
ナイルティラピア、 マダイ

甲殻類 クルマエビ科エビ類、
サクラエビ科アキアミ属エビ類、
テナガエビ科エビ類

貝類等 トコブシ、 フクトコブシ、 エゾアワビ、
クロアワビ、 マダカアワビ、 メガイアワビ、
マガキ属カキ類、 ホタテガイ、 マボヤ

水産
動物

生きて
いる
(全ての

成長段階)

生きて
いない

食用以外
（養殖用、観賞用など）

食用

養殖用

養殖用以外
（食用など（冷蔵・冷凍・乾物など））

①公共用水面 又は
②これに直接排水する施設
で保管するもの（※）

上記以外
（すぐに店頭等で販売、消費
されるもの）

魚粉、魚油以外のエサ等（※）

魚粉、魚油

輸入許可対象水産動物の用途別対象品目

（※）の輸入については、農林水産省 消費・安全局
畜水産安全管理課 水産安全室 （03-6744-2105）に
ご相談下さい。（http://www.maff.go.jp/j/syouan/suisan/suisan_yobo/index.html）

輸入許可手続については、到着予定の空港・海港の
動物検疫所にご確認下さい。（http://www.maff.go.jp/aqs/topix/fishinfo.html）

（下線部は新たに追加、拡大された水産動物）



対象疾病 対象動物

ウイルス性出血性敗血症（Ⅳa型を除
く。）　（VHS）

さけ科魚類

サケ科魚類のアルファウイルス感染症
（*）

さけ科魚類

流行性造血器壊死症　（EHN） さけ科魚類

ピシリケッチア症 さけ科魚類

レッドマウス病
さけ科魚類、こい、きんぎょその他のふな属魚類、
こくれん、はくれん、ないるてぃらぴあ

旋回病 （*） さけ科魚類

コイ春ウイルス血症　（SVC）
こい、きんぎょその他のふな属魚類、こくれん、
はくれん、あおうお、そうぎょ

コイヘルペスウイルス病　（KHVD） こい

マダイのグルゲア症 （*） まだい

イエローヘッド病　（YHD）
くるまえび科・さくらえび科あきあみ属・
てながえび科えび類

壊死性肝膵炎　（NHP） （*） くるまえび科えび類

タウラ症候群 くるまえび科えび類

伝染性皮下造血器壊死症　（IHHN） くるまえび科えび類

急性肝膵臓壊死症　（AHPND） （*） くるまえび、しろあしえび、うしえび、こうらいえび

伝染性筋壊死症　（IMN） （*） くるまえび科（Litopenaeus 属・Penaeus 属）えび類

バキュロウイルス・ペナエイ感染症 くるまえび科えび類

エビの潜伏死病　（CMD） （*） くるまえび、しろあしえび、こうらいえび

鰓随伴ウイルス病 （*）
くるまえび科（くるまえび・Penaeus 属・
Fenneropenaeus 属）えび類

モノドン型バキュロウイルス感染症
くるまえび科（Penaeus 属・Fenneropenaeus 属・
Melicertus属・よしえび属）えび類

アワビヘルペスウイルス感染症 （*） とこぶし、ふくとこぶし

アワビの細菌性膿疱症 （*）
えぞあわび、くろあわび、まだかあわび、
めがいあわび

カキヘルペスウイルス１型変異株感染症
（μvarに限る。） （*）

まがき属かき類

パーキンサス・クグワディ感染症 （*） ほたてがい

そ
の
他

マボヤの被嚢軟化症 （*） まぼや

（＊）は、新たに指定された輸入防疫及び国内防疫の対象疾病

　輸入検疫の対象となる疾病及び水産動物
（平成28年7月27日以降）
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Diseases Aquatic animals

Viral haemorrhagic septicaemia
(excluding Genotype IVa) : VHS

Salmonidae

Infection with salmonid alphavirus （*） Salmonidae

Epizootic haematopoietic necrosis: EHN Salmonidae

Piscirickettsiosis Salmonidae

Enteric redmouth disease

Salmonidae, Cyprinus carpio ,
species of genus Carassius ,
Hypophthalmichthys (Aristichthys) nobilis ,
Hypophthalmichthys molitrix ,
Oreochromis niloticus

Whirling disease （*） Salmonidae

Spring viraemia of carp: SVC

Cyprinus carpio , species of genus Carassius ,
Hypophthalmichthys(Aristichthys) nobilis ,
Hypophthalmichthys molitrix ,
Mylopharyngodon piceus , Ctenopharyngodon idella

Koi herpesvirus disease: KHVD Cyprinus carpio

Glugeosis of red sea bream （*） Pagrus major

Yellow head disease: YHD Penaeidae, species of genus Acetes , Palaemonidae

Necrotising hepatopancreatitis: NHP （*） Penaeidae

Taura syndrome Penaeidae

Infectious hypodermal and
haematopoietic necrosis: IHHN

Penaeidae

Acute hepatopancreatic necrosis
disease: AHPND （*）

Marsupenaeus japonicus , Litopenaeus vannamei ,
Penaeus monodon , Fenneropenaeus chinensis

Infectious myonecrosis: IMN （*）
Penaeidae（species of genera Litopenaeus and
Penaeus ）

Tetrahedral baculovirosis Penaeidae

Covert mortality disease of shrimp: CMD
（*）

Marsupenaeus japonicus , Litopenaeus vannamei ,
Fenneropenaeus chinensis

Gill-associated virus disease （*）
Penaeidae（Marsupenaeus japonicus , species of
genera Penaeus and  Fenneropenaeus ）

Spherical Baculovirosis
Penaeidae（species of genera Penaeus ,
Fenneropenaeus , Melicertus and  Metapenaeus ）

Infection with abalone herpesvirus （*）
Haliotis diversicolor aquatillis, Haliotis diversicolor
supertexta , Ｈａｌｉｏｔｉｓ diversicolor diversicolor

Pustule disease of abalone/
Blister diseasee of abalone
 (caused by Vibrio furnissii
 (= V. fluvialis  biotype Ⅱ)) （*）

Haliotis discus hannai , Haliotis discus discus ,
Haliotis madaka , Haliotis gigantea

Infection with ostｒeid herpesvirus
1mcrovariant (limited to μvar) （*）

species of genus Crassostrea

Infection with Perkinsus quguwadi  （*） Mizuhopecten yessoensis

O
th

e
r

Soft tunic syndrome （*） Halocynthia roretzi

（＊） Newly designated diseases

　Diseases and Aquatic animals subject to import quarantine in Japan
(On and after July 27, 2016)
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