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資料２

輸出国での栽培地検査の対象とする地域等の見直し

（１）地域の追加

病害虫名 追加する地域

a) Meloidogyne chitwoodi トルコ

（コロンビアネコブセンチュウ）

b) Heterodera schachtii ニュージーランド

（テンサイシストセンチュウ）

c) Radopholus similis グレナダ、ドミニカ

（バナナネモグリセンチュウ）

d) Acidovorax avenae subsp. citrulli ギリシャ、ハンガリー

（スイカ果実汚斑細菌病菌）

e) Broad bean stain virus トルコ、ヨルダン、スロバキ

（ソラマメステインウイルス） ア、ハンガリー、リビア

f) Broad bean true mosaic virus ハンガリー

（ソラマメトゥルーモザイクウイルス）

（２）対象病害虫及び植物、地域との組み合わせの追加

病害虫名 植物 地域

a) P h y t o p h t h o r a せいようきづた、せいようばく 英国、ニュージー
kernoviae ちのき、せいようひいらぎ、あ ランド

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生

植物（種子及び果実を除く。）

であって栽培の用に供するもの

b) P h y t o p h t h o r a あめりかてまりしもつけ、ガリ アイルランド、イ
ramorum ア・エリプティカ、ショワジア タリア、英国、英

・テルナタ、せいようひいらぎ 領チャネル諸島、

なんてん、とさみずき、はなず オランダ、スイス、

おう、ひめゆずりは、アジアン スウェーデン、ス

タム属植物、あせび属植物、あ ペイン、スロベニ

めりかいかりそう属植物、アル ア、デンマーク、
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クトスタフィロス属植物、アル ドイツ、ノルウェ

ブツス属植物、いすのき属植物、ー、フランス、ベ

いちい属植物、いわなんてん属 ルギー、ポーラン

植物、うめがさそう属植物、う ド、アメリカ合衆

るし属植物、ウンベルラリア属 国、カナダ

植物、エリカ属植物、おがたま

のき属植物、おしだ属植物、オ

リーブ属植物、かえで属植物、

かなめもち属植物、かばのき属

植物、がまずみ属植物、かや属

植物、カルナ属植物、カルミア

属植物、がんこうらん属植物、

きいちご属植物、キスツス属植

物、きづた属植物、きようちく

とう属植物、くすのき属植物、

くましで属植物、くり属植物、

グリセリーニア属植物、クレマ

ティス属植物、くろうめもどき

属植物、くろばなろうばい属植

物、ケアノツス属植物、ゲウイ

ナ属植物、げつけいじゆ属植物、

ケラトニア属植物、こなら属植

物、さくら属植物、しい属植物、

しおで属植物、しなのき属植物、

しらたまのき属植物、シンフォ

リカルポス属植物、すいかずら

属植物、すぐり属植物、すのき

（こけもも）属植物、セコイア

属植物、ゼノビア属植物、つが

属植物、つつじ属植物、つばき

属植物、つばめおもと属植物、

つまとりそう属植物、とうひ属

植物、とがさわら属植物、とき

わさんざし属植物、ときわまん

さく属植物、とちのき属植物、

とねりこ属植物、とねりばはぜ
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のき属植物、とべら属植物、ド

リミス属植物、なんきよくぶな

属植物、にしきぎ属植物、にれ

属植物、にわとこ属植物、はこ

やなぎ属植物、はしどい属植物、

はしばみ属植物、ばら属植物、

パラクメリア属植物、パロッテ

ィア属植物、はんのき属植物、

ばんれいし属植物、ひのき属植

物、ひめしやくなげ属植物、ひ

めつばき属植物、フクシア属植

物、ぶな属植物、ヘテロメレス

属植物、まいづるそう属植物、

まつ属植物、まてばしい属植物、

まんさく属植物、みずき属植物、

もくせい属植物、もくれん属植

物、もくれんもどき属植物、も

ちのき属植物、もみ属植物、や

なぎ属植物、やぶこうじ属植物、

やぶにんじん属植物、ユーカリ

ノキ属植物、ゆりのき属植物、

りんご属植物及びりんねそう属

植物の生植物（種子及び果実を

除く。）であつて栽培の用に供す

るもの

c) Plum pox virus せいようまゆみ、ながばくこ、 インド、中華人民

（ウメ輪紋ウイルス） ようしゅいぼた及びさくら属植 共和国、パキスタ

物の生植物（種子及び果実を除 ン、イラン、シリ

く。）であって栽培の用に供し得 ア、トルコ、ヨル

るもの ダン、アルバニア、

イタリア、ウクラ

イナ、英国、オー

ストリア、オラン

ダ、カザフスタン、

キプロス、ギリシ

ャ、クロアチア、
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スイス、スペイン、

スロバキア、スロ

ベニア、セルビア、

チェコ、ドイツ、

ノルウェー、ハン

ガリー、フランス、

ブルガリア、ベル

ギー、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、

ポーランド、ポル

トガル、モルドバ、

モンテネグロ、リ

トアニア、ルクセ

ンブルク、ルーマ

ニア、ロシア、エ

ジプト、アメリカ

合衆国、カナダ、

アルゼンチン、チ

リ

d) Potato spindle tuber トマト及びばれいしょの種子で インド、中華人民
viroid（ポテトスピンド あって栽培の用に供するもの並 共和国、アフガニ
ルチューバーウイロイ びにトマト及びばれいしょの生 スタン、イスラエ

ド） 植物（種子及び果実を除く。） ル、トルコ、イタ

であって栽培の用に供し得るも リア、ウクライナ、

の 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
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（参考）

Meloidogyne chitwoodi（（コロンビアネコブセンチュウ）
【特徴】ばれいしょの主要害虫の一つであり、地下部にゴー

ルを形成し、根の内部組織は壊死や褐変する。地上部は生育

阻害を受け、収量が減少する。ばれいしょ塊茎では内部の壊

死及び外部のこぶの形成によって商品価値を著しく低下させ

る。

【発生地域】オランダ、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ

共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン

【主な寄主植物】ばれいしょ、きくごぼう、てんさい、にん

じん

Heterodera schachtii（テンサイシストセンチュウ）
【特徴】ビートのほか多くのふだんそう属・あぶらな属に寄

生し、雑草にも寄主植物の数が多い。温帯から寒帯にかけて、

とくにビートでの繁殖は著しい。根に寄生している雌成虫は

白あるいは黄白色で、約 0.5 ～ 0.8mm の体長である。シスト
は典型的なレモン型で、個体間の形状はかなりの相違がある。

【発生地域】ヨーロッパ、旧ソビエト連邦、北アメリカ、太

洋州等

【主な寄主植物】ふだんそう属、あぶらな属植物の地下部

Radopholus similis（バナナネモグリセンチュウ）
【特徴】体長は雌成虫では 0.52 ～ 0.88mm、雄成虫では 0.50
～ 0.67mm でともに細長い。植物体の地下部の組織内部に寄
生して、組織内を移動する。

【発生地域】アジア、アフリカ、ヨーロッパ、南北アメリカ、

オーストラリア等

【主な寄主植物】バナナ、コーヒー、さとうきび、ちゃ、と

うもろこしの地下部、ばれいしょ、しょうが
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Acidovorax avenae subsp. citrulli（（スイカ果実汚斑細菌病菌）
【特徴】スイカの幼苗から果実まで全ての段階で感染し大き

な被害を与える。特に、果実に感染すると、最後には腐敗果

となり、ほ場全体に壊滅的な被害を与える。種子伝染する。

【発生地域】タイ、台湾、中華人民共和国、トルコ、南アフ

リカ共和国、アメリカ合衆国など

【主な寄主植物】スイカ、とうがん、メロン

Broad bean stain virus（ソラマメステインウイルス）
【特徴】葉のモザイク、生育不良を起こし、植物体は大きく

育たない。種子伝染する。

【発生地域】シリア、中華人民共和国、レバノン、イタリア、

オーストリアなど

【主な寄主植物】そらまめ

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

【特徴】葉のモザイク、生育不良を起こし、植物体は大きく

育たない。種子伝染する。

【発生地域】シリア、中華人民共和国、レバノン、イタリア、

オーストリアなど

【主な寄主植物】そらまめ

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

コナラ属の樹脂流出症 樹皮下のかいよう斑
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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


