
1

植物防疫法施行規則の

改正等に関する説明会

平成２８年

農林水産省 植物防疫所

1

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害
動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．施行日

植物検疫の見直し（4次）に伴う規則等改正の項目

2

植物検疫措置の見直しが生じた主な理由

3

１．これまで知られていなかった国で発生の報告が
あった、

２．これまで知られていなかった植物が寄主となる
報告があった、

３．他国において、新たに侵入し被害が発生し緊急
的な措置を実施した報告や、侵入を警戒するため
に措置を強化した報告があった等

輸入検疫措置の妥当性等を検討するため、病害虫リ
スクアナリシスを実施し、科学的な根拠に基づいた
新たな輸入検疫措置を決定しました。

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害
動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．施行日

4

植物検疫の見直し（4次）に伴う規則等改正の項目
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（１）検疫有害動植物の見直し

（２）非検疫有害動植物の見直し

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

5

改正前（１次改正：平成２３年３月、２次改正：平成２４年７月、
３次改正：平成２６年２月）

９９０種を指定 （有害動物：７４１種、有害植物：２４９種）

４次改正後
①１３種を追加 （有害動物：７種、有害植物：６種）

②既定の３種を削除（有害動物：１種、有害植物：２種）

総計 １，０００種
（有害動物：７４７種、有害植物：２５３種）

（１） 検疫有害動植物の見直し
（規則別表１関係）

6

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

有害動物【カメムシ目】 １科３種

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

トガリキジラミ科 Bactericera nigricornis
〃 Bactericera trigonica
〃 Trioza apicalis

7

有害動物【ハエ目】 １科１種

ミバエ科 Anastrepha grandis

有害動物【センチュウ類】 ３科３種

アフェレンコイデス科 Aphelenchoides arachidis
アングイナ科 Ditylenchus africanus
メロイドギネ科 Meloidogyne enterolobii

有害植物【真菌及び粘菌】 ４種

有害植物【細菌】 ２種

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

Alternaria dianthicola
Didymella rabiei
Seiridium cardinale
Sirococcus conigenus

Candidatus Liberibacter solanacearum
Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
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既定種の削除（非検疫有害動植物へ移行）
計３種の内訳

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

9

有害動物【アザミウマ目】 １科１種

アザミウマ科 Thrips minutissimus

有害植物【ウイルス・ウイロイド】 ２種

Narcissus degeneration virus
Narcissus late season yellows virus

改正前（１次改正以前、１次改正、２次改正、３次改正）

３３４種を指定 （有害動物：３０４種、有害植物：３０種類）

４次改正後
１１４種を追加 （有害動物：６８種、有害植物：４６種）

このうち「栽培の用に供する植物（球根、苗類）に付着するも
のを除いて」 非検疫とするもの
１２種 （全て有害植物）

総計 ４４８種
（有害動物：３７２種、有害植物：７６種類）

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

（２） 非検疫有害動植物の見直し
（平成23年農林水産省告示第542号関係 第１号の表の２
及び第２号の表２）
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非検疫有害動植物の追加 計１１４種の内訳（１／２）

節足動物

ダニ目 ミヤラナミハダニ 他 計 ４科 ６種

アザミウマ目 アカオビハナクダアザミウマ 他 計 ３科 ６種

カメムシ目 シュロマルカイガラムシ他 計 ６科 １０種

コウチュウ目 ファイルキクイムシ他 計 ６科 １８種

チョウ目 クロテンミズメイガ 他 計 ８科 １５種

ハエ目 ナスハモグリバエ他 計 ３科 ３種
バッタ目 イエコオロギ 計 １科 １種

センチュウ類

ティレンクス目 イチゴセンチュウ 計 １科 １種

その他無脊椎動物

有肺目 オオコハクガイ他 計 ６科 ８種

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

【有害動物】 ６８種
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非検疫有害動植物の追加 計１１４種の内訳（２／２）

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

【有害植物】 ４６種
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真菌及び粘菌
ソラマメ褐斑病菌 他 計 ３４種

ウイルス（栽培の用に供する植物（球根、苗類）に付着するものを除く）

計 １２種
Freesia mosaic virus フリージアモザイクウイルス
Hippeastrum mosaic virus アマリリスモザイクウイルス
Iris mild mosaic virus アイリス微斑モザイクウイルス
Lily symptomless virus ユリ潜在ウイルス
Lily virus X リリーウイルスエックス
Narcissus degeneration virus ナルキッススディジェネレーションウイルス
Narcissus late season yellows virus ナルキッススレイトシーズンイェロウズウイルス

Narcissus latent virus スイセン潜在ウイルス
Narcissus mosaic virus スイセンモザイクウイルス
Narcissus yellow stripe virus スイセン黄色条斑ウイルス
Plantago asiatica mosaic virus オオバコモザイクウイルス
Tulip mosaic virus チューリップモザイクウイルス
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非検疫有害動植物の検査での発見状況

１．検疫有害動植物の指定の見直し１．検疫有害動植物の指定の見直し

13

病害虫名
過去５年間の

発見回数
主な国・植物

アカオビハナクダアザミウマ 607
ケニア・インド産バラ属 切花
フィリピン産アスパラガス

カーブラリア・ルナータ 345 台湾・フィリピン・インド産イネ種子

クロテンシロミズメイガ 337 シンガポール・インドネシア・タイ・マレーシア産水草

シュロマルカイガラムシ 132
フィリピン・スリランカ産ドラセナ樹木
エクアドル・フィリピン産バナナ生果実

コメノシマメイガ 78 中国産ダイズ粕（粉砕を含む）

サカキコナジラミモドキ 66 中国産サカキ切葉

オオコハクガイ 47 オランダ産クモノスバンダイソウ属、ニュウサイラン属栽培要草花

ヒサカキホソガ 31 中国産サカキ切葉

テノスリップス・フリキ 23 オーストラリア産アスパラガス野菜、ニュージーランド産キウイフルーツ

クロカキカイガラムシ 21 中国産サカキ切葉

イエコオロギ 20 メキシコ産カボチャ野菜

ナスハモグリバエ 13 オランダ産ピーマン野菜

エゴマアブラムシ 12 韓国・中国産エゴマ・シソ

ファイルキクイムシ 11 カナダ産木材（トガサワラ、ベイヒバ等

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有
害動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．施行日

14

植物検疫の見直し（4次）に伴う規則等改正の項目

15

対象地域及び植物の見直し

• コロンビアネコブセンチュウ

【地域追加】フランス、メキシコ
【植物追加】〔生植物の地下部〕エリカ・キネレア、キミキフガ・ラケ

モサ、どいつあやめ、トマト、ポテンティラ・フルティコ
サ、ヨーロッパしらかんば、ロニケラ・クシロステウム、
かえで属植物、こまくさ属植物
※ 栽培の用に供し得るもの

• インゲンマメ萎ちょう細菌病菌

【地域追加】 イラン

【植物追加】 〔種子〕ささげ

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

（１）栽培地検査の対象とする地域及び植物の見直し
（規則別表１の２）

＊栽培地検査：症状を発症する生育期、収穫期に栽培地で検査を実施

16

対象地域の見直し

• トウモロコシ萎ちよう細菌病菌

• トウモロコシ葉枯細菌病菌

• ウメ輪紋ウイルス

【追加】 アルゼンチン

【追加】 カナダ

• 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

【削除】 オーストラリア

【削除】 オーストラリア

【追加】 フィンランド

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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17

対象植物の見直し
• ニセコロンビアネコブセンチュウ

• ニセネコブセンチュウ

【追加】〔生植物の地下部〕いろはもみじ、きんぐさり、てんさい、 にんじ
ん、ゆきげゆり、ようしゆとりかぶと、ヨーロッパしらかんば、ロ
ニケラ・クシロステウム、こまくさ属植物

※ 栽培の用に供し得るものを含む

【追加】〔生植物の地下部〕きゆうり、すべりひゆ、とうがらし、 ばらも
んじん、ペポかぼちや

※ 栽培の用に供し得るものを含む

• バナナネモグリセンチュウ

【追加】〔生植物の地下部〕キルトスペルマ・シャミッソーニス、クプレッス
ス・マクロカルパ、トマト、なす、ばんれいし、めきしこいとすぎ

※ 栽培の用に供し得るものを含む

•Phytophthora ramorum
【追加】〔生植物（種子及び果実を除く。）〕ノトリトカルプス・デンシフロ

ルス

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

改正前
２３種を指定（有害動物：５種、有害植物：１８種）

４次改正後
①１０種を追加 （有害動物：４種、有害植物：６種）

②既定の９種を栽培地検査対象から除外（措置変更）
（有害植物：９種）

総計 ２４種（有害動物：９種、有害植物：１５種）

（２）栽培地検査の対象とする検疫有害動植物
の見直し（規則別表１の２関係）

18

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

①輸出国での栽培地検査の対象として新たに
追加する検疫有害動植物１０種（その１）

節足動物 計２科２種

Aleurocanthus woglumi ミカンクロトゲコナジラミ

Tuta absoluta トマトキバガ

センチュウ類 計２科２種

Meloidogyne enterolobii

Xiphinema index ブドウオオハリセンチュウ

19

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

真菌及び粘菌 計６種

Apiosporina morbosa

Ceratocystis fagacearum ナラ類しおれ病菌

Deuterophoma tracheiphila

Eutypa lata

Guignardia citricarpa

Sphaeropsis tumefaciens カンキツ類てんぐ巣病菌

20

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

①輸出国での栽培地検査の対象として新たに
追加する検疫有害動植物１０種（その２）
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21

１．有害動植物：Aleurocanthus woglumi （ミカンクロトゲコナジラミ）

２．対象植物：ばら属、みかん属等の栽培用生植物（種子、果実、地
下部を除く。）

３．相手国に対する要求事項

本害虫の防除が十分に行われたほ場（栽培施設を含む。）で
栽培され、当該植物が輸出される前の３か月間、毎月１回栽培地
検査 （葉裏に渦巻状に産み付けられた卵の有無並びにすす病で

汚染された葉裏の幼虫、蛹及び成虫の有無の検査）を行って本害
虫の発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記するこ
と。

４．追記
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 of the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance 
No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

22

１．有害動植物：Tuta absoluta （トマトキバガ）

２．対象植物：とうがらし、トマト等の生茎葉及びトマトの生
果実

３．相手国に対する要求事項

当該植物の収穫までの２か月間、本害虫についてト
ラップによる監視及び防除が十分に行われたほ場（栽
培施設を含む。）で栽培され、定期的に栽培地検査を
行って本害虫の発生がないことを確認し、その旨を検査
証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 2 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 
Act (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

23

１．有害動植物：Meloidogyne enterolobii
２．対象植物：にんじん等の栽培用生植物の地下部（栽培

に供し得るものを含む。）
３．相手国に対する要求事項

本線虫の発生が知られていないほ場で栽培され、当
該植物の生育期に栽培地検査を行うとともに、当該植物
の地下部及び培養資材について試料を採取し、検定を
行って本線虫がいないことを確認し、その旨を検査証明
書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 8 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant 
ProtectionAct (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

24

１．有害動植物：Xiphinema index（ブドウオオハリセンチュウ）

２．対象植物：オリーブ、ばら属等の栽培用生植物の地下
部（栽培に供し得るものを含む。）

３．相手国に対する要求事項

本線虫の発生が知られていないほ場で栽培され、当
該植物の生育期に栽培地検査を行うとともに、当該植物
の地下部及び培養資材について試料を採取し、検定を
行って本線虫がいないことを確認し、その旨を検査証明
書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 9 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act 
(MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し



7

25

１．有害動植物：Apiosporina morbosa
２．対象植物：さくら属の栽培用生植物（種子、果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項

当該植物の生育期中に栽培地検査を行って本菌の
発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追
記すること。

４．追記
Fulfills item 13 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 
Act (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

26

１．有害動植物：Ceratocystis fagacearum
（ナラ類しおれ病菌）

２．対象植物：くり属及びこなら属の栽培用生植物（種子、
果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項
媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場（栽培施設を

含む。）で栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検
査を行って本菌の発生がないことを確認し、その旨を検
査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 14 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection
Act (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

27

１．有害動植物：Deuterophoma tracheiphila
２．対象植物：みかん属等の栽培用生植物（種子、果実を

除く。）
３．相手国に対する要求事項

当該植物の生育期中に栽培地検査を行って本菌の
発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記
すること。

４．追記
Fulfills item 15 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 
Act (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

28

１．有害動植物：Eutypa lata
２．対象植物：オリーブ、ばら属等の栽培用生植物（種子、

果実を除く。）
３．相手国に対する要求事項

当該植物の生育期中に栽培地検査を行って本菌の
発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記
すること。

４．追記
Fulfills item 16 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 
Act (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し
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29

１．有害動植物：Guignardia citricarpa
２．対象植物：みかん属等の栽培用生植物（種子、果実を

除く。）
３．相手国に対する要求事項

当該植物の生育期中に栽培地検査を行って本菌の
発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記す
ること。

４．追記
Fulfills item 17 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act 
(MAF Ordinance No73/1950)

５．主な輸入植物：過去3年輸入実績なし

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

30

１．有害動植物：Sphaeropsis tumefaciens
（カンキツ類てんぐ巣病菌）

２．対象植物：にれ属、ユーカリ属等の栽培用生植物（種子、
果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項

当該植物の生育期中に栽培地検査を行って本菌の
発生がないことを確認し、その旨を検査証明書に追記
すること。

４．追記
Fulfills item 18 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 
Act (MAF Ordinance No73/1950)

２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し２．輸出国での栽培地検査の対象の見直し

②栽培地検査の対象から除外する検疫有害動植物
９種

31

細菌 計１種

Acidovorax avenae subsp. citrulli
（スイカ果実汚斑細菌病菌）

２．輸出国に要求する植物検疫措置の見直し２．輸出国に要求する植物検疫措置の見直し

Potato spindle tuber viroid
（ジャガイモやせいもウイロイド）

Pepino mosaic virus
Columnea latent viroid
Mexican papita viroid

Pepper chat fruit viroid
Tomato apical stunt viroid
Tomato chlorotic dwarf viroid
Tomato planta macho viroid

特別な検疫措置（遺伝子診断等を利用した検査）の対
象に変更

ウイルス・ウイロイド 計８種

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有
害動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直
し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．施行日

32

植物検疫の見直し（4次）に伴う規則等改正の項目
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【地域追加】ウクライナ、エストニア、カザフスタン、キルギス、フィンランド、ラト
ビア、ロシア、チュニジア

【植物追加】〔生植物（種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。〕しじみばな、
ロサ・カニナ

33

対象地域及び植物の見直し
• チチュウカイミバエ

•アリモドキゾウムシ

【地域追加】ロシア

【地域削除】英国

【植物修正】〔生植物〕うり科植物 → ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミク
ロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、にがうり

【地域追加】パキスタン、モルディブ

【地域修正】中南米、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、
ベリーズ、メキシコ

【植物追加】〔生茎葉及び地下部〕おおばはまあさがお

• 火傷病菌

３．輸入の禁止の対象とする地域及び植物の見直し３．輸入の禁止の対象とする地域及び植物の見直し

（１）輸入禁止の対象とする地域及び植物の見直し
（規則別表２） 計１０種

34

対象植物の見直し
• ミカンコミバエ種群

【追加】〔生果実〕サラカやし、なんようざくら、ねじれふさまめのき

対象地域の見直し

• イモゾウムシ

• ジャガイモシストセンチュウ

• ジャガイモシロシストセンチュウ

• ヘシアンバエ

• カンキツグリーニング病菌（アフリカ型、アメリカ型、アジア型）

【修正】中南米 → ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、
ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー

【追加】ケニア

【追加】 イスラエル

【追加】スロベニア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

コスタリカ

【追加】 ドミニカ、バルバドス

３．輸入の禁止の対象とする地域及び植物の見直し３．輸入の禁止の対象とする地域及び植物の見直し

１．検疫有害動植物の指定の見直し

２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有
害動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺
伝子診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．施行日

35

植物検疫の見直し（4次）に伴う規則等改正の項目

36

対象地域及び植物の見直し

• Potato spindle tuber viroid （ジャガイモやせいもウイロイド）

• Pepino mosaic virus

【地域追加】 クロアチア、ポーランド、マルタ、ガーナ、ドミニカ共和国、
オーストラリア

【植物追加】〔種子〕とうがらし、トマト、ばれいしよ

〔生植物（種子及び果実を除く。）〕トマト、ばれいしよ

【地域追加】 リトアニア、カナリア諸島

【植物追加】〔種子〕トマト

〔生植物（種子及び果実を除く。）〕トマト、ばれいしよ、
ペピーノ

【植物削除】 〔生植物（種子及び果実を除く。）〕リコペルシコン・ピンピ
ネリフォリウムの生植物

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

（１）輸入禁止の除外基準の対象とする地域及び植物の
見直し（規則別表２の２） 計７種
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37

• Columnea latent viroid

• Tomato apical stunt viroid

対象地域及び植物の見直し

【地域追加】 マリ

【植物追加】 〔種子〕トマト

〔生植物（種子及び果実を除く。）〕トマト

【地域追加】 クロアチア、ポーランド、ガーナ

【植物追加】 〔種子〕トマト

〔生植物（種子及び果実を除く。）〕トマト

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

38

１．有害動植物： Potato spindle tuber viroid （ジャガイモやせいもウイロイド）

２．対象植物：ペチュニア属、カリブラコア属、とうがらし、トマト等の栽培
用生植物（種子及び果実を除く。）並びにとうがらし、トマト、
ばれいしょ及びペチュニア属種子

３．相手国に対する要求事項
（１）種子について

採種用の親植物又は当該親植物から採種された種子についてRT-
PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドに侵

されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。な
お、検定は、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法
に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した4,600粒につい
て、最大400粒ずつ行うこと。

（２）生植物について

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に抽出した
検体について、RT-PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って

本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に
追記すること。

４．追記
Fulfills item 24 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

39

１．有害動植物： Pepino mosaic virus
２．対象植物：トマト、ペピーノ等の栽培用生植物（種子及び果実を除く。）

及びトマト種子
３．相手国に対する要求事項

（１）種子について
採種用の親植物又は当該親植物から採種された種子についてELISA

法等の適切な血清学的方法又はRT-PCR法等の適切な遺伝子的手法によ

る検定を行って本ウイルスに侵されていないことを確認し、その旨を
検査証明書に追記すること。なお、検定は、国際種子検査協会が定め
る国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位から
無作為に抽出した4,600粒について、ELISA法等の血清学的方法による
検定にあっては最大250粒ずつ、RT-PCR法等の遺伝子的手法による検
定にあっては最大400粒ずつ行うこと。

（２）生植物について

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に抽出した
検体についてELISA法等の適切な血清学的方法又はRT-PCR法等の適切

な遺伝子的手法による検定を行って本ウイルスに侵されていないこと
を確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 25 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

40

１．有害動植物： Columnea latent viroid, Tomato apical stunt viroid
２．対象植物：トマト等の栽培用生植物（種子及び果実を除く。）

及びトマト種子
３．相手国に対する要求事項

（１）種子について
採種用の親植物又は当該親植物から採種された種子についてRT-

PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドに侵

されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。な
お、検定は、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法
に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した4,600粒につい
て、最大400粒ずつ行うこと。

（２）生植物について

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に抽出した
検体についてRT-PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本

ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追
記すること。

４．追記
Fulfills item ○ of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

○には、Columnea latent viroid: 26, Tomato apical stunt viroid: 28を記入

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し



11

41

対象植物の見直し

• Phytophthora ramorum

• Mexican papita viroid

• Tomato chlorotic dwarf viroid

【追加】

ノトリトカルプス・デンシフロルスを原材料とする培養資材

【追加】〔生植物（種子及び果実を除く。）〕トマト

【追加】〔種子〕トマト、ペチュニア属

〔生植物（種子及び果実を除く。）〕トマト

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

42

１．有害動植物： Phytophthora ramorum

２．対象植物：オリーブ属、かえで属等の葉、枝、樹皮その他の部分（種子及
び果実を除く。）及び葉、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つて、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

３．相手国に対する要求事項
培養資材及び根回りの被覆の用に供する資材について、71℃以上で75

分間以上の熱処理を受けたことを処理した日付とともに検査証明書の所
定の欄に記載し、かつ、当該熱処理を実施して本菌に侵されていないこ
とを検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 17 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

43

１．有害動植物： Mexican papita viroid

２．対象植物：ソラヌム・カルディオフィルム及びトマトの栽培
用生植物（種子及び果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に
抽出した検体について、RT-PCR法等の適切な遺伝子的手法

による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確
認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 27 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

44

１．有害動植物：Tomato chlorotic dwarf viroid
２．対象植物：トマト、バーベナ属等の栽培用生植物（種子及び果実を除く。）

並びにトマト及びペチュニア属の種子
３．相手国に対する要求事項

（１）種子について
採種用の親植物又は当該親植物から採種された種子についてRT-

PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドに侵

されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。な
お、検定は、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法
に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した4,600粒につい
て、最大400粒ずつ行うこと。

（２）生植物について

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に抽出した
検体についてRT-PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本

ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追
記すること。

４．追記
Fulfills item 29 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し
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改正前 ８種を指定（有害植物：８種）

４次改正
①輸出国での無発生地域の設定又は検疫処理

５種を追加 （有害動物：５種）

②輸出国での無発生地域の設定及び遺伝子診断等を利用
した検査 １種を追加 （有害植物：１種）

③輸出国での遺伝子診断等を利用した検査
６種を追加 （有害植物：６種）

④輸出国での検疫動植物に対応した検査等の実施
１１種を追加

（有害動物：１０種、有害植物：１種）

総計 ３１種（有害動物：１５種、有害植物：１６種）

（２）特別な検疫措置の対象とする検疫有害動
植物の見直し（規則別表２の２関係）

45

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

46

①無発生地域からの輸出又は輸出国で検疫処理の実施

節足動物 計１科５種

Anastrepha fraterculus（ミナミアメリカミバエ）

Anastrepha grandis

Anastrepha ludens（メキシコミバエ）

Anastrepha obliqua（ニシインドミバエ）

Anastrepha suspensa（カリブミバエ）

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

47

１．有害動植物： Anastrepha fraterculus（ミナミアメリカミバエ）, A. grandis, 
A. ludens（メキシコミバエ）, A. obliqua（ニシインドミバエ）,     
A. suspensa（カリブミバエ）

２．対象部位： 生果実（対象植物は種により異なる。）
３．相手国に対する要求事項

輸出国植物検疫機関が作成し、かつ、農林水産省消費・安全局植物防疫
課長の認定を受けた作業計画に基づき、輸出国植物検疫機関の監督のもと
に次のいずれかの措置を行って本害虫に侵されていないことを確認し、その
旨を検査証明書に追記すること。なお、（２）の措置を行った場合は、その旨
（当該措置を行った日付及びその方法を含む。）を検査証明書の所定の欄
に記載すること。

（１）本害虫の発生がない状態が維持されている地域として輸出国植物検
疫機関が指定する地域で生産されること。

（２）輸出国植物検疫機関が指定する処理施設において、本害虫を殺虫
するために適切と認められる方法による処理が行われること。

４．追記
作業計画に基づき記載

５．その他
メキシコ産及びフロリダ州産の生果実で既に承認された作業計画が存在

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

48

メキシコに分布する種： Anastrepha fraterculus（ミナミアメリカミバエ）,
A. ludens（メキシコミバエ）, 
A. obliqua（ニシインドミバエ）

追記（１／２）

○メキシコ合衆国ソノラ州、バハ・カリフォルニア・スル州、チワワ州及びシナロア
州におけるアナストレファ属ミバエに対する検疫措置に係る作業計画 （無発
生地域）
マンゴウ、グレープフルーツ、オレンジ、マンダリン生果実の輸入可能
“These regulated articles are originated of a pests free area”

○メキシコ産マンゴウ生果実に対する作業計画（温湯処理、強制通風加熱処理）
証明書の消毒欄に処理内容の記載

（The Certificate will include the treatment specifications, date and 
facility registration number.）

A)  According to the inspection, this product is not infested by fruit flies.
B) This product is not from the State of Chiapas. And in case of a med fly 

outbreak in another different state to Chiapas, the name of this state 
will be written in the additional statements section.

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し
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49

追記（２／２）

○メキシコ合衆国産グレープフルーツ及びオレンジの生果実の対日輸出
に係る作業計画（臭化メチル、低温処理、強制通風加熱処理）
"The fruits were not produced in Chiapas(*) and treated in concordance 
with the work plan exporting grapefruit(or orange) from Mexico to 
Japan."

（*もし、チチュウカイミバエ（Ceratitis capitata)がチアパス州以外の州で発見
された場合は、その州を*に記すこと）

○メキシコ産グレープフルーツに関し日メキシコ植物検疫機関が定めた取扱
に係る作業計画 （システムズアプローチ）

［早生品種の証明の場合］
The fruit having been produced outside the State of Chiapas, harvested 

during the period July 1 to November 30, this shipment destined for 
Japan apparently is free of fruit fly.

［一般証明手続きに基づいて証明される場合］
This fresh fruit has been produced outside the State of Chiapas as a 

result of trap surveys, ground and /or aerial bait sprays, the present 
shipment destined for Japan apparently is free of fruit fly.

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

50

米国フロリダ州に分布する種： Anastrepha suspensa（カリブミバエ）

追記

米国フロリダ州産カリブミバエ寄主生果実に関し日米植物検疫機関が定めた
取扱に係る作業計画
Ⅰ．臭化メチルくん蒸

フロリダ産グレープフルーツ、オレンジ、ライム（ペルシャンラ
イムを除く。）、オロブロンコ、タンジェロ、タンジェリン、ポ
メロ、マンゴウ及びその他のカリブミバエ寄主生果実（サワーレ
モン Citrus limon を除く。）

Ⅱ. 低温処理

フロリダ産グレープフルーツ、オレンジ、タンジェリン、ポメロ
及びオロブロンコ、ゴレンシ

Ⅲ. 検疫管理地域

フロリダ産オレンジ、グレープフルーツ、ポメロ、オロブロンコ、
タンジェロ及びタンジェリン

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

51

追記

○米国フロリダ州産カリブミバエ寄主生果実に関し日米植物検疫機関が定め
た取扱に係る作業計画

【検疫管理地域】
１．スタンダードシーズン証明手続きに基づいて証明された果実の場合

“Having been harvested during the period August 1 to April 15 and 
inspected by the US PPQ, the subject shipment destined for Japan is 
not believed to be infested by the Caribbean fruit fly. ”

２．ポストスタンダードシーズン証明手続きに基づいて証明された果実の場合
“As a result of trap surveys, ground and / or aerial bait sprays and 
export inspection by the US PPQ, the subject shipment destined for 
Japan is not believed to be infested by the Caribbean fruit fly. ”

【低温処理及び臭化メチル】
３．短期間低温処理（植物検疫証明証の余白部分に次の付記）

“The subject fresh fruits were produced in (an) area(s) where the 
infestation density of the Caribbean fruit fly was low. Upon completion 
of the dissection examination of the fruit sample collected at random 
from the lot covered under this certificate, no live Caribbean fruit fly 
was detected.”

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

52

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

Anastrepha属ミバエの影響

メキシコからの輸入実績（輸入停止が見込まれるもの）

植物名
2013 2014 2015

検査件数 検査数量 検査件数 検査数量 検査件数 検査数量
マンゴウ 4 24,012 30 220,162 0 0

ドミニカ共和国からの輸入実績

注） チチュウカイミバエの発生により2015年４月より輸入停止

チチュウカイミバエが根絶しても、Anastrepha属のため輸入不可→新たに作業計

画を提出する必要

植物名
2013 2014 2015

検査件数 検査数量 検査件数 検査数量 検査件数 検査数量
ｲﾁｼﾞｸ 26 6410 32 3,764 7 628
ｺﾞﾚﾝｼ 73 7632 56 8,906 53 9,689
ｸﾀﾞﾓﾉﾄｹｲ(ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾙｰ
ﾂ) 1 21

ﾘｸﾞﾗｰﾘｽ 6 74 1 2
ﾊﾞﾝｼﾞﾛｳ(ｸﾞｱﾊﾞ) 10 100 9 1,707 11 250
ｻﾞｸﾛ 1 1
ｻﾎﾟﾃ 2 21
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ミナミアメリカミバエ検疫措置の対象植物のうち、特別な条件
（農林水産大臣が定める基準）を満たすものとして既に輸入さ
れている以下の寄主植物にあっては、当該検疫措置の対象外
とする。

〔規則別表２ 付表第39〕
アルゼンチン産グレープフルーツ、スウィートオレンジ（バレン

シア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブ
ル種）、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマー
コットの生果実

〔規則別表２ 付表第43〕
ブラジル産ケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実

〔規則別表２ 付表第51〕
コロンビア産トミーアトキンス種のマンゴウの生果実

〔規則別表２ 付表第53〕
ペルー産ケント種のマンゴウの生果実

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

53 54

②無発生園地又は地域からの輸出及び輸出国での遺伝
子診断等を利用した検査の実施

細菌 計１種

Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
（キウイフルーツかいよう病菌 Psa3）

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

55

１．有害動植物： Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3
２．対象植物：キウイフルーツ等の栽培用生植物（種子/果実を除き、

花粉を含む）
３．相手国に対する要求事項

（１）花粉について
本細菌の発生がない状態が維持されているほ場として輸出国

植物検疫機関が指定するほ場で栽培された花から採取され、か
つ、PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本細菌

に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記す
ること。

（２）花粉以外の生植物について

本細菌の発生がない状態が維持されている地域として輸出国
植物検疫機関が指定する地域で栽培され、本細菌に侵されてい
ないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 21 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

56

③輸出国での遺伝子診断等を利用した検査の実施
別表１の２から移行した種等

細菌
Acidovorax avenae subsp. citrulli
（スイカ果実汚斑細菌病菌）

【地域追加】インドネシア、セルビア
【植物修正】〔種子〕きゅうり、せいようかぼちゃ、

にほんかぼちゃ、ペポかぼちゃ、ゆうがお

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し
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57

１．有害動植物： Acidovorax avenae subsp. citrulli （スイカ果実汚斑細菌病菌）

２．対象植物：すいか、かぼちゃ、メロン等の栽培用種子

３．相手国に対する要求事項

次のいずれかの措置を行って本細菌に侵されていないことを確認し、
その旨を検査証明書に追記すること。

（１）採種用の親植物について、本細菌に有効な方法で消毒された種子
又は本細菌に侵されていないことが確認された種子から生産され、
収穫期前（果実の成熟期）に、茎葉又は果実の表面の病徴の有無の
検査（疑わしい症状に対する精密検定を含む。）を行うこと。

（２）種子について、栽培検定又はPCR法、LAMP法等の適切な遺伝子的

手法による検定を行うこと。なお、検定は、国際種子検査協会が定
める国際種子検査規程の抽出方法に準拠した方法で同一の荷口単位
から無作為に抽出した30,000粒について行うこと。

４．追記
Fulfills item 19 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

58

③輸出国での遺伝子診断等を利用した検査の実施
別表１の２から移行した種等

細菌 計３種
Candidatus Liberibacter solanacearum
Spiroplasma citri
Xylella fastidiosa

ウイルス・ウイロイド 計２種
Pepper chat fruit viroid
Tomato planta macho viroid

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

59

１．有害動植物： Candidatus Liberibacter solanacearum

２．対象植物：にんじん、セロリー等の栽培用生植物（種子及び
果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項
媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽培され、当該植

物の生育期中又は輸出検査時に、PCR法等の適切な遺伝子的
手法による検定を行って本細菌に侵されていないことを確
認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 20 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

60

１．有害動植物： Spiroplasma citri, Xylella fastidiosa
２．対象植物：セロリー、にんじん等（S. citri）やオリーブ、

コーヒーノキ属等（X. fastidiosa）の栽培用生植物
（種子及び果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項
当該植物の展葉期に、ELISA法等の適切な血清学的方法又

はPCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本細菌

に侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記
すること。

４．追記
Fulfills item ○ of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

○には、Spiroplasma citri: 22, Xylella fastidiosa: 23を記入

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し
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61

１．有害動植物：Pepper chat fruit viroid
２．対象植物：とうがらし及びトマトの栽培用生植物（種子及び果実を除く。）

並びにとうがらし種子
３．相手国に対する要求事項

（１）種子について
採種用の親植物又は当該親植物から採種された種子についてRT-

PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って本ウイロイドに侵

されていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。な
お、検定は、国際種子検査協会が定める国際種子検査規程の抽出方法
に準拠した方法で同一の荷口単位から無作為に抽出した4,600粒につい
て、最大400粒ずつ行うこと。

（２）生植物について

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に抽出した
検体について、RT-PCR法等の適切な遺伝子的手法による検定を行って

本ウイロイドに侵されていないことを確認し、その旨を検査証明書に
追記すること。

４．追記
Fulfills item 30 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

62

１．有害動植物： Tomato planta macho viroid

２．対象植物：トマトの栽培用生植物（種子及び果実を除く。）

３．相手国に対する要求事項

生育期中又は輸出検査時に、同一の荷口単位から無作為に
抽出した検体について、RT-PCR法等の適切な遺伝子的手法

による検定を行って本ウイロイドに侵されていないことを確
認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 31 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

63

④輸出国での検疫有害動植物に対応した検査等の実施
計１１種

節足動物 計５科１０種
Bactericera cockerelli
Bactericera nigricornis
Bactericera trigonica
Circulifer tenellus（テンサイヨコバイ）
Diabrotica undecimpunctata（ジュウイチホシウリハムシ）
Naupactus leucoloma（シロヘリクチブトゾウムシ）
Otiorhynchus ovatus（イチゴクチブトゾウムシ）
Scolytus multistriatus（セスジキクイムシ）
Scolytus scolytus（ヨーロッパニレノキクイムシ）
Trioza apicalis

真菌及び粘菌 計１種
Ophiostoma novo-ulmi subsp. nobo-ulmi

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

64

１．有害動植物： Bactericera cockerelli, B. nigricornis
２．対象植物：てんさい、なす属等の生茎葉及び生果実
３．相手国に対する要求事項

本害虫の防除が十分に行われたほ場（栽培施設を含む。）で栽培され、
当該植物が輸出される前に、葉に付着した卵の有無並びに茎葉又は果実
に損害を与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されてい
ないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫
に侵されていることが確認された場合は、消毒を行うことができるもの
とし、当該消毒を行った場合にあっては、その旨（当該消毒を行った日
付及びその方法を含む。）を検査証明書の所定の欄に記載し、かつ、当
該消毒を行って本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記するこ
と。

４．追記
Fulfills item ○ of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

○には、Bactericera cockerelli: 6, B. nigricornis: 7を記入

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し
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65

１．有害動植物： B. trigonica, Trioza apicalis
２．対象植物：セロリー、にんじん等の生茎葉
３．相手国に対する要求事項

本害虫の防除が十分に行われたほ場（栽培施設を含む。）で栽培され、
当該植物が輸出される前に、葉に付着した卵の有無並びに茎葉に損害を
与える幼虫及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないこと
を確認し、その旨を検査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵され
ていることが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、そ
の旨（当該消毒を行った日付及びその方法を含む。）を検査証明書の所
定の欄に記載し、かつ、当該消毒を行って本害虫に侵されていないこと
を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item ○ of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

○には、B. trigonica: 8, Trioza apicalis: 15を記入

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

66

１．有害動植物： Circulifer tenellus（テンサイヨコバイ）

２．対象植物：ばら属、ペチュニア属等の生茎葉

３．相手国に対する要求事項

本害虫の防除が十分に行われたほ場（栽培施設を含む。）
で栽培され、当該植物が輸出される前に、茎葉に差し込むよ
うに産み付けられた卵の有無並びに茎葉に損害を与える幼虫
及び成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないこと
を確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 9 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

67

１．有害動植物： Diabrotica undecimpunctata（ジュウイチホシウリハムシ）,
Naupactus leucoloma（シロヘリクチブトゾウムシ）, 
Otiorhynchus ovatus（イチゴクチブトゾウムシ）

２．対象部位：栽培用生植物（種子及び果実を除く。対象の植物は種により異
なる。）

３．相手国に対する要求事項

本害虫の防除が十分に行われたほ場（栽培施設を含む。）で栽培され、
当該植物が輸出される前に、根に損害を与える幼虫の有無及び茎葉に損
害を与える成虫の有無の検査を行って本害虫に侵されていないことを確
認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item ○ of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act(MAF Ordinance No73/1950)

○には、Diabrotica undecimpunctata（ジュウイチホシウリハムシ）: 10, 
Naupactus leucoloma（シロヘリクチブトゾウムシ）: 11, 
Otiorhynchus ovatus（イチゴクチブトゾウムシ）:12

を記入

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

68

１．有害動植物： Scolytus multistriatus（セスジキクイムシ）, 
Scolytus scolytus（ヨーロッパニレノキクイムシ）

２ ．対象植物：ニレ属木材
３ ．相手国に対する要求事項

当該植物が輸出される前に、侵入孔及び脱出孔の有無並
びに樹皮下の孔道内の幼虫、蛹及び成虫の有無の検査を
行って本害虫に侵されていないことを確認し、その旨を検
査証明書に追記すること。なお、本害虫に侵されているこ
とが確認された場合は、消毒を行うことができるものとし、
その旨（当該消毒を行った日付及びその方法を含む。）を
検査証明書の所定の欄に記載し、かつ、当該消毒を行って
本害虫に侵されていないことを検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item ○ of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

○には、Scolytus multistriatus （セスジキクイムシ） : 13, 
Scolytus scolytus（ヨーロッパニレノキクイムシ）: 14を記入

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し
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69

１．有害動植物： Ophiostoma novo-ulmi subsp. novo-ulmi

２．対象植物：セルコウァ・カルピニフォリア及びにれ属の生植物（種子
及び果実を除く）及び木材

３．相手国に対する要求事項

当該植物が輸出される前に、本菌の媒介害虫の付着の有無並
びに本菌による葉の黄化・萎凋の病徴、枝枯れの病徴及び枝又
は幹の樹皮を剥ぐと現れる褐色の条斑等の病徴の有無の検査
（疑わしい症状に対する精密検定を含む。）を行って本菌に侵され
ていないことを確認し、その旨を検査証明書に追記すること。

４．追記
Fulfills item 18 of the Annexed Table 2-2 the Ordinance for 
Enforcement of the Plant Protection Act(MAF Ordinance 
No73/1950)

４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し４．輸出国での特別な検疫措置の対象の見直し

植物検疫証明書への追記方法（１／３）

70

植物検疫証明書への追記植物検疫証明書への追記

栽培地での検査を行った旨の追記（Additional 
declaration）には以下の２つの方法

１．Fulfills item ○ of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act 
(MAF Ordinance No73/1950)

２．要求事項の内容を英文等で記載

追記に記載する英文は、農林水産省のホームページで記載
「2．パブリックコメントの募集、公聴会、諸外国への通知
→(3)諸外国への見直し案の通知（WTO・SPS通報）→ 諸
外国への通知内容

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keneki/kikaku/minaoshi_4ji.html

植物検疫証明書への追記方法（２／３）

71

植物検疫証明書への追記植物検疫証明書への追記

複数種が関係する場合の追記方法

例

インドネシアからみかん属の生植物で栽培用の植物
を輸入する場合

↓
ミカンクロトゲコナジラミとGuignardia citricarpa

に対する栽培地での検査が必要

追記
Fulfills item 1 and 17 of the Annexed Table 1-2 of the 
Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act 
(MAF Ordinance No73/1950)

植物検疫証明書への追記方法（３／３）

72

植物検疫証明書への追記植物検疫証明書への追記

対象が、

・規則輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害動植
物及び地域・植物（別表１－２）

・輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子診断等
の精密検査等）の対象（別表２－２）

をまたぐ場合

追記
Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 and item 12 of the 
Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of 
the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950)
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栽培地検査対象植物の再輸出に係る
植物検疫証明書の追記

原産国が対象国の場合

再輸出国の再輸出証明書（Re-PC)
＋

原産国の植物検疫証明書（PC）に日本が
求める追記

が必要

73

・原産国のPC上の追記を再輸出国が転記することは出来ない。
・自国が実施していない検疫措置をPCに追記することは出来ない

植物検疫証明書への追記植物検疫証明書への追記

１．検疫有害動植物の見直し
２．輸出国での栽培地検査の対象とする検疫有害

動植物及び地域・植物の見直し

３．輸入の禁止の対象とする地域・植物の見直し

４．輸出国での特別な検疫措置（検疫処理、遺伝子
診断等の精密検査等）の対象の見直し

５．施行日

74

植物検疫の見直し（4次）に伴う規則等改正の項目

75

第４次改正項目の施行日

項 目 施 行 日
・非検疫有害動植物の追加（告示第542号）
・輸出国での栽培地検査 平成28年5月24日
対象地域の削除（規則別表1－2）

・禁止品の見直し関係
発生国・寄主植物の解除（規則別表2）

・検疫有害動植物の追加（規則別表1）
・禁止品の見直し関係
発生国・寄主植物の追加（規則別表2） 平成28年11月24日

・輸出国での特別な措置等（規則別表2-2）

・輸出国での栽培地検査（規則別表1-2） 平成29年5月24日
有害動植物、発生国・寄主植物の追加

経過措置（１）経過措置（１）

禁止品の見直しにより追加された輸入禁止植物
（平成２８年１１月2４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卸下した日
・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

76
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経過措置（２）経過措置（２）

新規に追加された輸出国での特別な措置対象植物
（平成２８年１１月24日施行）

前 施行日 後 対応

届出→卸下→検査 特別な措置対象外
届 出 →  卸 下 → 検 査 特別な措置対象
卸 下 → 届 出 → 検 査 特別な措置対象

届 出 → 卸 下 → 検 査 特別な措置対象
卸 下 → 届 出 → 検 査 特別な措置対象

・特別な措置対象植物は輸入検査実施日で判断
・施行日前に輸入検査を行った場合は特別な措置を必要とする植物に該当せず
・施行日以降に輸入検査される特別な措置対象植物で植物検疫証明書に追記がない場
合は、輸入禁止

77

新規に追加された栽培地検査対象植物
（平成２９年５月2４日施行）

前 施行日 後 対応

届出 →  卸下 → 検査 栽培地検査対象外

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
・施行日以降に輸入検査される栽培地検査対象植物で植物検疫証明
書栽培地検査に関する追記がない場合は、輸入禁止

経過措置（３）経過措置（３）
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ホームページアドレス

http://www.maff.go.jp/j/syouan/keneki/kikaku/minaoshi_4ji.html

1.関係省令の改正等

(1) 改正等の内容

改正の概要（PDF：88KB）

参考1：検疫有害動植物の指定（PDF：48KB）

参考2：非検疫有害動植物の指定（PDF：76KB）

参考3：輸出国での栽培地検査の対象の見直し（PDF：130KB）

参考4：輸入禁止の対象の見直し（PDF：101KB）

参考5：輸入禁止の除外基準（輸出国での措置）の対象の見直し（PDF：162KB）

参考6：廃棄、消毒等の処分の対象とする検疫有害動植物の見直し（PDF：85KB）

参考7：国内移動の制限及び移動禁止の対象の植物の見直し（PDF：55KB）

参考8：規則別表2の農林水産大臣が定める基準の見直し（PDF：85KB）

改正条文

植物防疫法施行規則（省令）の新旧対照条文（PDF：331KB）

規則別表一の第一の二の項及び第二の二の項の規定に基づき有害動植物を指定する件（告示）の新旧対照条文（PDF：104KB）

輸入検疫規程（告示）の新旧対照条文（PDF：71KB）

規則別表二の農林水産大臣が定める基準（告示）の新旧対照条文（PDF：98KB）

(2)官報公示

平成28年5月24日 官報（号外第113号）（PDF：766KB）
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関係リンク先関係リンク先
(3)改正等の施行期日

平成28年11月24日から施行されます。ただし、以下の改正規定は当該各号に定める日から施行されます。

公布日と同日（平成28年5月24日）に施行する改正規定

別表一の改正規定のうち、「Thrips minutissimus」、「Narcissus degeneration virus」及び「Narcissus late season yellows virus」を削る部分。

別表一の二の改正規定のうち、「Broad bean stain virus」及び「Broad bean true mosaic virus」の対象地域から「オーストラリア」を削る部分
。

別表二の改正規定のうち、「Ceratitis capitata」の対象地域から「英国（グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において
同じ。）」を削る部分。

別表二の改正規定のうち、「Ceratitis capitata」の対象植物から「うり科植物（付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。）」を削り、「クク
ミス・ディプサケウス」、「コッキニア・ミクロフィラ」及び「コラロカルプス・エリプチクス」を加える部分。

公布の12か月後（平成29年5月24日）に施行する改正規定

別表一の二の改正規定（十の項及び十六の項から二十三の項までを削る部分を除く。）

(4) 改正の根拠となる病害虫リスクアナリシス（PRA）の結果

こちらをご覧ください

2．パブリックコメントの募集、公聴会、諸外国への通知

(1)パブリックコメントの募集

意見・情報の募集期間：平成28年3月25日から平成28年4月23日イーガブ（e-Gov）にて実施（こちらをクリックしてください）［外部リンク］

結果（こちらをクリックしてください）［外部リンク］

(2)公聴会の開催

官報公示（公聴会開催案内）

開催日時：平成28年3月29日 14時30分～16時

開催場所：農林水産省三番町共用会議所（東京都千代田区九段南2-1-5）

説明資料：総括説明（PDF：769KB） 技術説明（全体版）（PDF：2,428KB） 技術説明（分割版その1）（PDF：1,069KB） 技術説明（分割版
その2）（PDF：1,676KB）

(3)諸外国への見直し案の通知（WTO・SPS通報）

諸外国への通知内容(こちらをクリックしてください)

見直し案に関する通報： G/SPS/N/JPN/438（PDF：104KB） (実施期間： 平成27年12月16日から平成28年2月14日)

見直し案(軽微な修正)に関する通報： G/SPS/N/JPN/438/Corr.1（PDF：74KB） (平成28年2月5日に実施)

官報公示に関する通報：G/SPS/N/JPN/438/Add.1（PDF：105KB）(平成28年5月24日)
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関係リンク先関係リンク先


