
輸入植物検疫の見直しに伴う

関係規則改正等に関する説明会

平成２３年６月

農林水産省植物防疫所



主な改正事項

１．検疫有害動植物のリスト化と非検疫有害動植
物の追加

２．輸出国における栽培地検査の追加

３．輸入禁止品・地域の追加と削除

４．輸出国における輸出前措置(遺伝子診断・加
熱処理)の義務化の新たな導入
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検疫有害動植物のリスト化

3

検疫対象

非検疫のみを指定

現 行 改正後

検疫対象を指定
有害動物 509種
有害植物 215種

（有害動物 238科）
（有害植物 362属

2分類群）

（非検疫も指定）

※病害虫名を学名で明示

２

１．検疫有害動植物のリスト化と非検疫有害動植物の追加

平成２３年９月７日から適用開始



【今次改正案で追加されるもの】17種
青果物および切り花等に付着する場合は検疫
有害動植物とならないもの

（苗・穂木等栽培用植物を除く）

Aphis fabae（マメクロアブラムシ）

Aphis gossypii（ワタアブラムシ）

３

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）

非検疫有害動植物の追加

平成２３年９月７日から適用開始



5
5

（１）地域の追加

２．輸出国における栽培地検査の追加

追加する地域 主な植物 検疫有害動植物

トルコ にんじん及びばれいしょ等
の生植物の地下部であって
栽培の用に供し得るもの

Meloidogyne chitwoodi
（コロンビアネコブセンチュウ）

ニュージーランド あぶらな属等の生植物の地

下部であって栽培の用に供
し得るもの

Heterodera schachtii
（テンサイシストセンチュウ）

グレナダ、ドミニカ アンスリューム属等の生植
物の地下部であって栽培の
用に供し得るもの

Radopholus similis
（バナナネモグリセンチュウ）

ギリシャ、ハンガリー すいか、とうがん及びメロン
の種子であって栽培の用に
供するもの

Acidovorax avenae subsp. citrulli
（すいか果実汚斑細菌病菌）

トルコ、ヨルダン、スロバキ
ア、ハンガリー、リビア

そらまめ及びひらまめの種
子であって栽培の用に供す
るもの

Broad bean stain virus
（ソラマメステインウイルス）

ハンガリー そらまめの種子であって栽
培の用に供するもの

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

平成２４年３月７日から適用開始
４



（２）栽培地検査の追加

５

地 域 植物（下段は主な植物） 検疫有害植物

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(Gevuina)

、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス

属植物(Drimys)、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

Phytophthora kernoviae

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

あせび属植物、げっけいじゅ属植物、こ

なら属植物、つつじ属植物、まてばしい

属植物等の生植物（種子及び果実を除く

。）であって栽培の用に供するもの

Phytophthora ramorum

平成2４年３月7日から適用開始



地 域 植物 検疫有害植物

インド、中華人民共和国、パキスタン、イラ
ン、シリア、トルコ、ヨルダン、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、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

せいようまゆみ、ながばく
こ、ようしゅいぼた及びさく
ら属植物の生植物（種子及
び果実を除く。）であって栽
培の用に供し得るもの

Plum pox virus
（ウメ輪紋ウイルス）

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、べネズエラ、ペルー、ニュージーランド

トマト及びばれいしょの種子
であって栽培の用に供する
もの並びにトマト及びばれ
いしょの生植物（種子及び
果実を除く。）であって栽培
の用に供し得るもの

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

（続き）

平成２４年３月７日から適用開始
６



「栽培地検査の追加」について

新たな病害虫
侵入するリスク

増
大

病害虫危険度評価（ＰＲＡ）の実施

輸入時の検査では、発見が困難

輸入
禁止

対象病害虫が栽培期間中
に発生・発病が無かったことを
輸出国政府機関が確認する。

栽培地検査

or

侵入を防止する措置、例えば ‥

７



「栽培地検査の追加」に伴う対象植物の例示

Phytophthora kernoviae
Phytophthora ramorum

検疫有害植物名
及び

リスク評価の結果

栽培地検査対象

栽培地検査対象外

Plum pox virus
ウメ輪紋ウイルス

栽培地検査対象

栽培地検査対象

栽培の用に供し得るもの

苗 木
（侵入するリスク高）

観賞用切枝
（侵入するリスク極めて低）

観賞用切枝
（侵入するリスク極めて高）

検疫措置対応対象植物の部位

苗 木
（侵入するリスク極めて高）

栽培の用に供するもの

８
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（１）植物の追加

ブルーベリーの生果実
（すのき属植物の例）

カシューナッツの生果実

３．輸入禁止品・地域の追加と削除

追加する植物 主な地域 検疫有害動物

すのき（こけもも）属植物
の生果実

オランダ、アルゼンチン、
オーストラリア等

Ceratitis capitata
（チチュウカイミバエ）

カシューナッツの生果実 タイ、フィリピン、ベトナム
等

Bactrocera dorsalis species complex
（ミカンコミバエ種群）

平成２３年９月７日から適用開始
９



（２）地域の追加

追加する地域 主な植物 検疫有害動植物

イエメン マンゴウ、かんきつ類等の生
果実

Ceratitis capitata
（チチュウカイミバエ）

フランス領ポリネシア かんきつ類等の生果実 Bactrocera dorsalis species complex
（ミカンコミバエ種群）

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

トマト、なす、うり類等の生果
実

Bactrocera cucurbitae
（ウリミバエ）

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

あかざ属植物及びなす科植
物の生塊茎等の地下部

Globodera rostochiensis
（ジャガイモシストセンチュウ）

シリア、ベラルーシ、リトアニア、モ
ロッコ

かりん、りんご属植物等の生
植物（種子を除き、生果実、
花及び花粉を含む。）

Erwinia amylovora
（火傷病菌）

平成２３年９月７日から適用開始
１０



（３）地域の削除

１１

（２）地域の追加（続き）

追加する地域 主な植物 検疫有害植物

イラン、キューバ、ド
ミニカ共和国、プエ
ルトリコ、メキシコ

ワンピ、さるかけみかん
属等の生植物（種子及
び果実を除く。）

Candidatus Liberibacter africanus
（カンキツグリーニング病菌アフリカ型）

Candidatus Liberibacter americanus
（カンキツグリーニング病菌アメリカ型）
Candidatus Liberibacter asiaticus
（カンキツグリーニング病菌アジア型）

削除する地域 植物 検疫有害動植物

ニュージーランド あさがお属植物、さつまいも属植物
及びひるがお属植物の生茎葉及び
生塊根等の地下部並びにキャッサ
バの生塊根等の地下部

Cylas formicarius
（アリモドキゾウムシ）

あさがお属植物、さつまいも属植物
及びひるがお属植物の生茎葉及び
生塊根等の地下部

Euscepes postfasciatus
（イモゾウムシ）

チリ なす科植物の生茎葉及び生塊根等
の地下部

Synchytrium endobioticum
（じゃがいもがんしゅ病菌 ）

平成２３年９月７日から適用開始



○ 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。）

並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮その他

の部分が微生物その他の生物により分解

されて生じた有機物であって、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

１ 輸出国の政府機関により検査さ

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認

め、又は信ずる旨記載されている輸

出国の政府機関が発行した検査証

明書が添付されていること。

２ １の検査証明書に、摂氏７１度以

上、７５分間以上の熱処理が行わ

れ、かつ、Phytophthora kernoviaeに

侵されていないことが特記されてい

ること。

１２

４．輸出国における輸出前措置の義務化の新たな導入

平成２３年９月７日から適用開始
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地 域 主な植物 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

あせび属植物、げっけいじゅ属植物、こ

なら属植物、つつじ属植物、まてばしい

属植物等の葉、枝、樹皮その他の部分（

種子及び果実を除く。）並びにこれら植物

の葉、枝、樹皮その他の部分が微生物

その他の生物により分解されて生じた有

機物であって、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

１ 輸出国の政府機関により検査され

、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認め

、又は信ずる旨記載されている輸出

国の政府機関が発行した検査証明

書が添付されていること。

２ １の検査証明書に、摂氏７１度以上

、７５分間以上の熱処理が行われ、

かつ、Phytophthora ramorumに侵され

ていないことが特記されていること。

（続き）

１３
平成２３年９月７日から適用開始



Phytophtora kernoviae 及び P. ramorumの対象植物（植え込み資材）の輸入検査手続き

（ 植物の特定ができないもの、苗に付随して輸入されるものを含む ）

発
生
国

未
発
生
国

原産国

発生国

未発生国

発生国

第三国
（再輸出国 ）

海
空
港

原産国の検査証明書 （ 消毒に関する付記 ）

Ａ 第三国の検査証明書 （ 消毒に関する付記）
又は

Ｂ 第三国の再輸出証明書（消毒された旨の付記がある原産
国の検査証明書を添付 ）

Ａ 第三国で病原菌に再汚染された可能性がある場合
第三国の検査証明書 （ 消毒に関する付記 ）

Ｂ 第三国で病原菌に再汚染された可能性がない場合
第三国の再輸出証明書（ 原産国から第三国あての検
査証明書を添付 ）

証明書日本

Ａ 第三国で病原菌に再汚染された可能性がある場合
第三国の検査証明書 （ 消毒に関する付記 ）

Ｂ 第三国で病原菌に再汚染された可能性がない場合
第三国の再輸出証明書（消毒された旨の付記がある原
産国の検査証明書を添付 ）

注）日本までのルートのうち は輸出、 は再輸出。第三国を単に通過するだけの貨物は除く。

ルート①

ルート②

ルート③

ルート④

１４
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地 域 植物 措置の内容

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(Streptosolen jamesonii)、

ソラヌム・ラントネッティー(Solanum ranto

nnetii)、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(Brugmansia)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検査され

、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認め

、又は信ずる旨記載されている輸出

国の政府機関が発行した検査証明

書が添付されていること。

２ １の検査証明書に、Potato spindle

tuber viroid （ポテトスピンドルチュー

バーウイロイド）に特有な核酸の塩

基配列を検出するのに有効な方法

による検査が行われ、かつ、 Potato

spindle tuber viroidに侵されていない

ことが特記されていること。

（続き）

１５
平成２３年９月７日から適用開始
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項目 施行日

１．非検疫有害動植物の追加等

３．輸入禁止品・地域の追加と削除

４．輸出国における輸出前措置(遺伝子

診断・加熱処理)の義務化

平成２３年９月７日

２．輸出国における栽培地検査の追加 平成２４年３月７日

１６

改正項目の施行日



経過措置（１）

１７

新規に追加された輸入禁止植物
（平成２３年９月７日施行）

前 施行日 後 対応

届 出→ 卸 下→ 検 査 検査品
卸 下→ 届 出→ 検 査 検査品

届 出→ 卸 下→ 検 査 禁止品
卸 下→ 届 出→ 検 査 検査品

・輸入禁止植物は日本に輸入された時点（卸下）で判断
・施行日前に卸下された場合は輸入禁止植物に該当せず
・施行日前の輸入検査結果に基づく検疫措置命令は施行日以降も有効



経過措置（２）

１８

新規に追加された栽培地検査対象植物の判定
（平成２４年３月７日施行）

前 施行日 後 対応

届 出→ 卸 下→ 検 査 栽培地対象
卸 下→ 届 出→ 検 査 栽培地対象

届 出→ 卸 下→ 検 査 栽培地対象
卸 下→ 届 出→ 検 査 栽培地対象

・栽培地対象植物は輸入検査実施日で判断
・施行日前に検査を行った場合は栽培地検査対象植物に該当せず
・施行日前の輸入検査結果に基づく検疫措置命令は施行日以降も有効



経過措置（３）

１９

新規に追加された非検疫有害動植物の判定
（平成２３年９月７日施行）

前 施行日 後 対応

届 出→ 卸 下→ 検 査 合格
卸 下→ 届 出→ 検 査 合格

届 出→ 卸 下→ 検 査 合格
卸 下→ 届 出→ 検 査 合格

・非検疫有害動植物としての判断は輸入検査実施日から開始
・施行日前の検査で発見された場合は不合格
・施行日前の輸入検査結果に基づく検疫措置命令は施行日以降も有効



経過措置（４）

２０

輸出国における輸出前措置（熱処理、遺伝子診断）
（平成２３年９月７日施行）

前 施行日 後 対応＊

届 出→ 卸 下→ 検 査 禁止品
卸 下→ 届 出→ 検 査 禁止品

届 出→ 卸 下→ 検 査 禁止品
卸 下→ 届 出→ 検 査 禁止品

対応＊ ：輸出前措置がなされていない場合

・輸出前措置を必要とするかは輸入検査実施日で判断
（輸出国植物検疫機関による輸出前措置とそのことが付記された検査証明
書の添付が必要）
・施行日前に輸入検査を行った場合は輸出前措置を必要とする植物に該当せず
・施行日前の輸入検査結果に基づく検疫措置命令は施行日以降も有効



関係リンク先

２１

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keneki/kikaku/minaoshi-an.html
（内容）
・改正の概要
・改正の条文

・ 植物防疫法施行規則の新旧対照条文
・ 輸入植物検疫規程の新旧対照条文
・ 新たに制定された告示の条文

・改正省令の別表等の英語仮訳版
・ Quarantine Pest List
・ List of the Plants Subject to Growing Site Inspection in Exporting Countries 
・ List of the Import Prohibited Plants
・ List of the Plants Subject to novel phytosanitary measures to be carried out 

in exporting countries
・ Provisional Quarantine Pest List 
・ Non-Quarantine Pest List

http://www.maff.go.jp/pps/
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
（内容）
・施行日の通知（諸外国向け）
・輸出国で実施される栽培地検査、遺伝子診断、熱処理に係る追記例等

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keneki/kikaku/minaoshi-an.html
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/work_and_doc_e.htm
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