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輸出国での栽培地検査の対象の地域、植物及び検疫有害動植物（規則別表１の２関係）及び輸出国への要求事項 

〔下線部が追加又は修正箇所、取消線が削除箇所〕 

地域 植物 検疫有害動植物 要求事項 備考 

１． 

インド、インドネシア、カンボジ

ア、シンガポール、スリラン

カ、タイ、中華人民共和国（香

港を除く。以下この表におい

て同じ。）、ネパール、パキス

タン、バングラデシュ、フィリピ

ン 、 ブ ー タ ン 、 ベ ト ナ ム 、 香

港、マレーシア、ミャンマー、

モルディブ、ラオス、アラブ首

長国連邦、イエメン、イラン、

オマーン、ウガンダ、ケニア、

ジンバブエ、スワジランド、セ

ーシェル、タンザニア、南アフ

リカ共和国、アメリカ合衆国

（ハワイ諸島を除く。以下この

表において同じ。）、バミュー

ダ諸島、エクアドル、エルサル

バドル、ガイアナ、グアテマ

ラ、コスタリカ、コロンビア、ス

リナム、ニカラグア、西インド

諸島、パナマ、ブラジル、フラ

ンス領ギアナ、ベネズエラ、ベ

リーズ、メキシコ、オーストラリ

ア領クリスマス島、パプアニュ

アボカド、カシューナッツ、カヤ・

イボレンシス、くだものとけい、

げつけいじゆ、ココやし、ごれん

し、ざくろ、サポジラ、しようが、

パパイヤ、ばんじろう、ブクスス・

センペルウィレンス、まるめろ、

マンゴウ、れいし、くわ属植物、

ケストルム属植物、げつきつ属

植物、コーヒーノキ属植物、なし

属植物、はこやなぎ属植物、バ

ショウ属植物、ばら属植物、ば

ん れ いし属 植 物 、ぶ どう属 植

物、ふよう属植物、プルメリア属

植物、みかん属植物及びユー

ゲニア属植物の生植物（種子、

果実及び地下部を除く。）であつ

て栽培の用に供するもの 

Aleurocanthus woglumi（ミカ

ンクロトゲコナジラミ） 

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。

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 1 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 
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ーギニア、ハワイ諸島 

２． 

インド、アラブ首長国連邦、イエ

メン、イスラエル、イラク、イラ

ン、カタール、サウジアラビア、

シリア、トルコ、ヨルダン、アル

バニア、イタリア、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。）、英領チャネル諸島、オラ

ンダ、キプロス、ギリシャ、クロ

アチア、コソボ、スイス、スペイ

ン、スロベニア、セルビア、ハン

ガリー、フランス、ブルガリア、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポル

トガル、マルタ、モンテネグロ、

リトアニア、ルーマニア、ロシ

ア、アルジェリア、エチオピア、

カナリア諸島、ケニア、スーダ

ン、セネガル、チュニジア、ニジ

ェール、南スーダン、モロッコ、

リビア、アルゼンチン、ウルグア

イ、エクアドル、コスタリカ、コロ

ンビア、チリ、パナマ、パラグア

イ、ブラジル、ベネズエラ、ペル

ー、ボリビア 

いんげんまめ、きだちたばこ、しま

ほおずき、しろばなようしゆちよう

せんあさがお、たばこ、つのみち

ようせんあさがお、とうがらし、トマ

ト、くこ属植物及びなす属植物の

生茎葉並びにトマトの生果実 

 

Tuta absoluta（トマトキバガ） 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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 2 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act  (MAF Ordinance No73/1950) 

 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 

３． 

トルコ、オランダ、ドイツ、フラン

ス、ベルギー、ポルトガル、南ア

フリカ共和国、アメリカ合衆国、

エリカ・キネレア、きくごぼう、キミ

キフガ・ラケモサ、てんさい、どい

つあやめ、トマト、にんじん、ばれ

いしよ、ポテンティラ・フルティコ

Meloidogyne chitwoodi（コロンビ

アネコブセンチュウ） 

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

・新規追加に伴う項

番号（１から３へ）

の変更。 

・新たに発生が確
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アルゼンチン、メキシコ 

 

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

及びこまくさ属植物の生植物の地

下部であつて栽培の用に供し得る

もの 

 

ないことを確認し、その旨を検査証明書に追記

すること。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 3 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

認された地域及び

寄主植物となること

が確認された植物

を追加 

４． 

大韓民国、パキスタン、イスラエ

ル、イラク、イラン、トルコ、ヨル

ダン、アイルランド、アゼルバイ

ジャン、アルバニア、アルメニ

ア、イタリア、ウクライナ、ウズ

ベキスタン、英国、エストニア、

オーストリア、オランダ、カザフ

スタン、ギリシャ、キルギス、グ

ルジア、クロアチア、コソボ、ジョ

ージア、スイス、スウェーデン、

スペイン、スロバキア、スロベニ

ア、セルビア、タジキスタン、チ

ェコ、デンマーク、ドイツ、トルク

メニスタン、ハンガリー、フィンラ

ンド、フランス、ブルガリア、ベラ

ルーシ、ベルギー、ポーランド、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケ

ドニア旧ユーゴスラビア共和

国、モルドバ、モンテネグロ、ラ

トビア、リトアニア、ルーマニア、

ロシア、カーボヴェルデ、カナリ

ア諸島、ガンビア、セネガル、南

しよくようだいおう、あぶらな属植

物及びふだんそう属植物の生植物

の地下部であつて栽培の用に供し

得るもの 

Heterodera schachtii（テンサイ

シストセンチュウ） 

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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 4 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

 

・新規追加に伴う項

番号（２から４へ）

の変更。 

・国名表記変更の

ため、「地域」のグ

ルジアをジョージア

へ変更。 
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アフリカ共和国、モロッコ、リビ

ア、アメリカ合衆国、カナダ、チ

リ、ペルー、メキシコ、オースト

ラリア、ニュージーランド、ハワ

イ諸島

５． 

オランダ、スイス、フランス、ベ

ルギー、オーストラリア、ニュー

ジーランド

アスパラガス、いろはもみじ、おら

んだいちご、きくごぼう、きんぐさ

り、てんさい、トマト、にんじん、ば

れいしよ、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・クシロステウム及びこまく

さ属植物の生植物の地下部であ

つて栽培の用に供し得るもの

Meloidogyne fallax（ニセコロンビ

アネコブセンチュウ） 

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。 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 5 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（３から５へ）

の変更。

・新たに寄主植物と

なることが確認され

た植物を追加。

６． 

インド、アゼルバイジャン、アル

メニア、ウクライナ、ウズベキス

タン、英国、エストニア、オラン

ダ、カザフスタン、キルギス、グ

ルジア、ジョージア、タジキスタ

ン、トルクメニスタン、フィンラン

ド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビ

ア、リトアニア、ロシア、アメリカ

合衆国、アルゼンチン、エクアド

ル、チリ、ペルー、ボリビア、メ

キシコ

オプンティア・トルティスピナ、オプ

ンティア・フラギリス、きゆうり、す

べりひゆ、とうがらし、トマト、ばら

もんじん、ばれいしよ、ペポかぼち

や、マミラリア・ビビパラ及びふだ

んそう属植物の生植物の地下部で

あつて栽培の用に供し得るもの

Nacobbus aberrans(ニセネコブ

センチュウ)

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。 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 6 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（４から６へ）

の変更。

・新たに寄主植物と

なることが確認され

た植物を追加。

・国名表記変更の

ため、「地域」のグ

ルジアをジョージア

へ変更。

７． 

インド、インドネシア、シンガポ

アボカド、うこん、おくら、キルトス

ペルマ・シャミッソーニス、クプレッ

Radopholus similis（バナナネモ

グリセンチュウ） 

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

・新規追加に伴う項

番号（５から７へ）
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ール、スリランカ、タイ、パキスタ

ン、バングラデシュ、フィリピン、

ベトナム、マレーシア、オマー

ン、英国、オランダ、デンマー

ク、ドイツ、フランス、ベルギー、

ポーランド、ウガンダ、エジプト、

エチオピア、ガーナ、ガボン、カ

メルーン、ギニア、ケニア、コー

トジボワール、コンゴ民主共和

国、ザンビア、ジンバブエ、スー

ダン、セネガル、ソマリア、タン

ザニア、ナイジェリア、マダガス

カル、マラウイ、南アフリカ共和

国、南スーダン、モザンビーク、

レユニオン、アメリカ合衆国、カ

ナダ、エクアドル、エルサルバド

ル、キューバ、グアテマラ、グア

ドループ、グレナダ、コスタリカ、

コロンビア、ジャマイカ、スリナ

ム、セントビンセント、セントルシ

ア、ドミニカ共和国、ドミニカ、トリ

ニダード・トバゴ、ニカラグア、パ

ナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベ

ネズエラ、ベリーズ、ペルー、マ

ルチニーク島、メキシコ、オース

トラリア、サモア、トンガ、ニュ

ー・カレドニア、パプアニューギ

ニア、ハワイ諸島、フィジー 

スス・マクロカルパ、ケロシア・ニテ

ィダ、ココやし、さといも、さとうき

び、しようが、しよくようかんな、だ

いしよ、ちや、とうもろこし、トマト、

なす、ばれいしよ、ばんれいし、び

んろうじゆ、めきしこいとすぎ、らつ

かせい（さやのない種子を除く。）、

アンスリューム属植物、カラテア属

植物、くずうこん属植物、コーヒー

ノキ属植物、こしよう属植物、バシ

ョウ属植物、フィロデンドロン属植

物及びふだんそう属植物の生植

物の地下部であつて栽培の用に

供し得るもの 

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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 7 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

の変更。 

・寄主植物となるこ

とが確認された植

物を追加。 

８. 

スリランカ、タイ、中華人民共和

アセロラ、アラビアコーヒー、アン

ゲロニア・アングスティフォリア、エ

Meloidogyne enterolobii 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

新たに追加する検

疫有害動植物、そ
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国、ベトナム、スイス、コートジ

ボワール、セネガル、ブルキナ

ファソ、マラウイ、南アフリカ共

和国、アメリカ合衆国、グアテマ

ラ、コスタリカ、西インド諸島、ブ

ラジル、ベネズエラ、メキシコ 

 

ンテロロビウム・コントルティシリク

ウム、オエケクラデス・マクラタ、カ

リステモン・ウィミナリス、キャッサ

バ、きゆうり、くずうこん、クレロデ

ンドルム・ウガンデンセ、くろみぐ

わ、くわくさ、けぶかわた、こせん

だんぐさ、さつまいも、しようじよう

そう、じよおうやし、しろこやまも

も、すいか、せいようきらんそう、ソ

ランドラ・マクシマ、たばこ、だんど

ぼろぎく、ティボウキナ・エレガン

ス、てりみのいぬほおずき、とうが

らし、トマト、なす、なつめ、にしき

じそ、にんじん、パウロウニア・エ

ロンガタ、はなまき、ぱらみつ、ば

んじろう、ひめのうぜんかずら、ペ

ポかぼちや、みばしよう及びユー

フォルビア・プニケアの生植物の

地下部であつて栽培の用に供し得

るもの 

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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 8 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

の対象地域及び対

象植物を規定。 

９． 

インド、パキスタン、イスラエル

、イラク、イラン、トルコ、レバノ

ン、アゼルバイジャン、アルバ

ニア、アルメニア、イタリア、ウク

ライナ、ウズベキスタン、オース

トリア、キプロス、ギリシャ、クロ

アチア、コソボ、スイス、スペイ

ン、スロベニア、セルビア、タジ

キスタン、ドイツ、トルクメニスタ

おふくかずら、おらんだいちご、オ

リーブ、せいよういとすぎ、せんに

ちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめ

いらくさ、ペチュニア、まるばたば

こ、あかざ属植物、いちじく属植物

、さくら属植物、とねりばはぜのき

属植物、なす属植物、ばら属植物

、ぶどう属植物、まつ属植物及び

みかん属植物の生植物の地下部

であつて栽培の用に供し得るもの

Xiphinema index（ブドウオオハ

リセンチュウ） 

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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 9 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 
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ン、ハンガリー、フランス、ブル

ガリア、ポーランド、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マ

ケドニア旧ユーゴスラビア共和

国、マルタ、モルドバ、モンテネ

グロ、ルーマニア、アルジェリア

、カナリア諸島、南アフリカ共和

国、アメリカ合衆国、アルゼンチ

ン、チリ、ブラジル、ペルー、オ

ーストラリア 

 Act (MAF Ordinance No73/1950) 

10. 

インド、台湾、中華人民共和国、

アゼルバイジャン、アルメニア、

イタリア、ウクライナ、ウズベキ

スタン、英国、エストニア、オラ

ンダ、カザフスタン、キルギス、

グルジア、ジョージア、スロバキ

ア、タジキスタン、チェコ、デンマ

ーク、ドイツ、トルクメニスタン、

ハンガリー、フランス、ベラルー

シ、ベルギー、ポーランド、モル

ドバ、ラトビア、リトアニア、ルー

マニア、ロシア、モロッコ、アメリ

カ合衆国、カナダ、アルゼンチ

ン、ブラジル、オーストラリア、ニ

ュージーランド、ハワイ諸島 

えんどうの種子であつて栽培の用

に供するもの 

Fusarium oxysporum f. sp. pisi

（エンドウ萎ちよう病菌） 

採種用の母本について、本菌の発生が知られ

ていないほ場で栽培され、生育後期に栽培地

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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 10 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（６から 10 へ）

の変更。 

・国名表記変更の

ため、「地域」のグ

ルジアをジョージア

へ変更。 

11. 

アイルランド、英国、ニュージー

ランド 

 

あめりかいわなんてん、ウァッキ

ニウム・ミルティルス、せいようき

づた、せいようとちのき、せいよう

ばくちのき、せいようひいらぎ、せ

Phytophthora kernoviae 本菌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。 

新規追加に伴う項

番号（７から 11 へ）

の変更。 
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こいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカ

ルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐ

り、ロマティア・ミリコイデス、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 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 11 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

12. 

アイルランド、イタリア、英国、英

領チャネル諸島、オランダ、ギリ

シャ、スイス、スウェーデン、ス

ペイン、スロベニア、セルビア、

デンマーク、ドイツ、ノルウェー、

フィンランド、フランス、ベルギ

ー、ポーランド、リトアニア、アメ

リカ合衆国、カナダ 

 

とさみずき、ノトリトカルプス・デン

シフロルス、ヒドランゲア・シーマニ

アイ、アジアンタム属植物、あせび

属植物、あめりかいかりそう属植

物、アルクトスタフィロス属植物、

アルブツス属植物、いすのき属植

物、いちい属植物、いわなんてん

属植物、うめがさそう属植物、うる

し属植物、ウンベルラリア属植物、

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、からまつ属

植物、ガリア属植物、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

Phytophthora ramorum 本菌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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 12 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

・新規追加に伴う項

番号（８から 12 へ）

の変更。 

・寄主植物となるこ

とが確認された植

物を追加。 
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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、しやりんとう属植物、ショワジ

ア属植物、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、ていかかずら属植物、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、はなずおう

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、

ひいらぎなんてん属植物、ひのき

属植物、ひめしやくなげ属植物、
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ひめつばき属植物、フィソカルプス

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、めぎ属植物、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、ゆずりは属

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 

13. 

アメリカ合衆国、カナダ、メキシ

コ 

 

さくら属植物の生植物（種子及び

果実を除く。）であつて栽培の用に

供するもの 

Apiosporina morbosa 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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 13 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950)  

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 

 

14. 

アメリカ合衆国 

 

くり属植物及びこなら属植物の生

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 

 

Ceratocystis fagacearum（ナラ

類しおれ病菌） 

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。 

 

 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 
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【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 14 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

15. 

イエメン、イスラエル、イラク、シ

リア、トルコ、レバノン、アルバ

ニア、アルメニア、イタリア、キ

プロス、ギリシャ、ジョージア、フ

ランス、ロシア、アルジェリア、

エジプト、チュニジア、リビア 

シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ

、エレモシトラス属植物、からたち

属植物、きんかん属植物、セベリ

ニア属植物及びみかん属植物の

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 

 

Deuterophoma tracheiphila 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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 15 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 

16. 

インド、パキスタン、イスラエ

ル、トルコ、レバノン、アイルラン

ド、イタリア、ウクライナ、英国、

オーストリア、キプロス、ギリシ

ャ、スイス、スペイン、スロバキ

ア、セルビア、ドイツ、ノルウェ

ー、ハンガリー、フランス、ブル

ガリア、ポルトガル、モルドバ、

ルーマニア、アルジェリア、南ア

フリカ共和国、リビア、アメリカ

合衆国、カナダ、ブラジル、ベネ

ズエラ、メキシコ、オーストラリ

ア、ニュージーランド 

 

アエスクルス・カリフォルニカ、あ

かつゆ、アルクトスタフィロス・スタ

ンフォーディアナ、いちじく、うんな

んおうばい、オリーブ、かき、キッ

スス・ヒポグラウカ、くさぼけ、グメ

リナ・ライヒハルディ、こしようぼく、

こばのしなのき、こぶかえで、サリ

ックス・カプレア、サリックス・ラシ

オレピス、しまとべら、ショワジア・

テルナタ、シンフォリカルポス・オ

ルビクラツス、せいようきづた、せ

いようきようちくとう、せいようし

で、せいようとねりこ、せいように

わとこ、せいようはこやなぎ、せい

ようはしばみ、せいようはるにれ、

ソルブス・アリア、テレピンノキ、な

し、なつぼだいじゆ、ピスタキア・レ

ンティスクス、ピスタシオノキ、ひろ

Eutypa lata 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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 16 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定 
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はかえで、びわ、ふさあかしあ、ぺ

るしやぐるみ、ベルベリス・ダーウ

ィニー、まるめろ、むらさきはしど

い、もみじばすずかけのき、ようし

ゆいぼた、ヨーロッパななかまど、

ヨーロッパぶな、ランタナ、レモン、

ロニケラ・アルピゲナ、ロニケラ・ク

シロステウム、がまずみ属植物、

ぎよりゆう属植物、くろうめもどき

属植物、ケアノツス属植物、こなら

属植物、さくら属植物、さんざし属

植物、しやりんとう属植物、すぐり

属植物、ばら属植物、ヒトツバエニ

シダ属植物、ぶどう属植物、みず

き属植物及びりんご属植物の生植

物（種子及び果実を除く。）であつ

て栽培の用に供するもの 

17. 

インドネシア、台湾、中華人民

共和国、フィリピン、ブータン、

香港、ロシア、ウガンダ、ガー

ナ、ケニア、ザンビア、ジンバブ

エ、スワジランド、ナイジェリア、

ナミビア、南アフリカ共和国、モ

ザンビーク、アメリカ合衆国、ア

ルゼンチン、キューバ、ブラジ

ル、オーストラリア、ニュージー

ランド、バヌアツ 

からたち、シトロフォーチュネラ・ミ

クロカルパ、きんかん属植物及び

みかん属植物の生植物（種子及び

果実を除く。）であつて栽培の用に

供するもの 

Guignardia citricarpa 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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 17 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

新たに追加する検

疫有害動植物、そ

の対象地域及び対

象植物を規定。 

18. 

インド、インドネシア、スリラン

あかつゆ、アボカド、しろこやまも

も、いちじく属植物、カリッサ属植

Sphaeropsis tumefaciens（カン

キツ類てんぐ巣病菌） 

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

新たに追加する検

疫有害動植物、そ
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カ、パキスタン、エジプト、カメル

ーン、スーダン、モロッコ、アメリ

カ合衆国、ガイアナ、キューバ、

ジャマイカ、トリニダード・トバ

ゴ、プエルトリコ、ベネズエラ、

ペルー、メキシコ、ハワイ諸島 

 

物、きようちくとう属植物、なし属植

物、にれ属植物、まきばぶらしの

き属植物、みかん属植物、もちの

き属植物、ユーカリノキ属植物及

びりんご属植物の生植物（種子及

び果実を除く。）であつて栽培の用

に供するもの 

明書に追記すること。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 18 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

の対象地域及び対

象植物を規定 

19. 

イラン、トルコ、アゼルバイジャ

ン、アルメニア、ウクライナ、ウ

ズベキスタン、エストニア、カザ

フスタン、ギリシャ、キルギス、

グルジア、クロアチア、コソボ、

ジョージア、スペイン、スロベニ

ア、セルビア、タジキスタン、ドイ

ツ、トルクメニスタン、ハンガリ

ー、ブルガリア、ベラルーシ、ベ

ルギー、ボスニア・ヘルツェゴビ

ナ、マケドニア旧ユーゴスラビア

共和国、モルドバ、モンテネグ

ロ、ラトビア、リトアニア、ルーマ

ニア、ロシア、チュニジア、モー

リシャス、アメリカ合衆国、カナ

ダ、コロンビア、ブラジル、ベネ

ズエラ、メキシコ、オーストラリ

ア 

いんげんまめ、ささげ及びだいず

の種子であつて栽培の用に供す

るもの 

Curtobacteriumflaccumfaciens 

pv. flaccumfaciens（インゲンマメ

萎ちよう細菌病菌） 

採種用の親植物について、生育後期に栽培地

検査を行って本細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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 19 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

・新規追加に伴う項

番号（９から 19 へ）

の変更。 

・新たに発生が確

認された地域及び

寄主植物となること

が確認された植物

を追加。 

10. 

インド、タイ、台湾、中華人民共

和国、イスラエル、イタリア、トル

コ、ギリシャ、ハンガリー、ナイ

すいか、とうがん及びメロンの種

子であつて栽培の用に供するもの

Acidovorax avenae subsp. 

citrulli（スイカ果実汚斑細菌病

菌） 

採種用の母本について、収穫期前（果実の成

熟期）に栽培地検査を行って、本細菌の発生

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。 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から
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ジェリア、南アフリカ共和国、ア

メリカ合衆国、コスタリカ、ブラジ

ル、オーストラリア、北マリアナ

諸島、グアム 

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査等）の対象へ

変更 

20. 

中華人民共和国、ベトナム、マ

レーシア、イタリア、ポーランド、

ルーマニア、アメリカ合衆国、カ

ナダ、アルゼンチン、ガイアナ、

コスタリカ、プエルトリコ、ペル

ー、ボリビア、メキシコ 

 

テオシント及びとうもろこしの種子

であつて栽培の用に供するもの 

Pantoea stewartii（トウモロコシ

萎ちよう細菌病菌） 

採種用の親植物について、媒介昆虫の防除が

十分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期

に栽培地検査を行って本細菌の発生がないこ

とを確認し、その旨を検査証明書に追記するこ

と。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 20 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（11から20へ）

の変更。 

・新たに発生が確

認された地域を追

加。 

21. 

アメリカ合衆国、カナダ 

とうもろこしの種子であつて栽培の

用に供するもの 

Clavibacter michiganensis 

subsp. nebraskensis（トウモロコ

シ葉枯細菌病菌） 

採種用の母本について、生育最盛期に栽培地

検査を行って本細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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 21 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（12から21へ）

の変更。 

・新たに発生が確

認された地域を追

加。 

22. 

中華人民共和国、イラン、シリア

、トルコ、ヨルダン、レバノン、イ

タリア、英国、オーストリア、スロ

バキア、ドイツ、ハンガリー、ポ

ーランド、エジプト、エチオピア、

スーダン、チュニジア、南スーダ

そらまめ及びひらまめの種子であ

つ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） 

採種用の母本について、媒介昆虫の防除が十

分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に

栽培地検査を行って、本ウイルスの発生がな

いことを確認し、その旨を検査証明書に追記す

ること。 

 

 

・新規追加に伴う項

番号（13から22へ）

の変更。 

・発生していないこ

とが確認された地

域を削除。 
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ン、モロッコ、リビア、オーストラ

リア 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 22 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 
23. 

中華人民共和国、シリア、レバ

ノン、イタリア、英国、オーストリ

ア、ドイツ、ハンガリー、ポーラ

ンド、エジプト、エチオピア、スー

ダン、チュニジア、南スーダン、

モロッコ、オーストラリア 

 

そらまめの種子であつて栽培の用

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） 

採種用の母本について、媒介昆虫の防除が十

分に行われたほ場で栽培され、生育最盛期に

栽培地検査を行って、本ウイルスの発生がな

いことを確認し、その旨を検査証明書に追記す

ること。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 23 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（14から23へ）

の変更。 

・発生していないこ

とが確認された地

域を削除。 

24. 

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、

デンマーク、ドイツ、ノルウェー、

ハンガリー、フィンランド、フラン

ス、ブルガリア、ベラルーシ、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、ラトビア

、リトアニア、ルクセンブルク、

せいようまゆみ、ながばくこ、よう

しゆ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

つて栽培の用に供し得るもの 

Plum pox virus（ウメ輪紋ウイル

ス） 

媒介昆虫の防除が十分に行われたほ場で栽

培され、当該植物の生育初期に栽培地検査を

行って本ウイルス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。 

 

【検疫証明書追記例】 

Fulfills item 24 of the Annexed Table 1-2 of the 

Ordinance for Enforcement of the Plant Protection 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

・新規追加に伴う項

番号（15から24へ）

の変更。 

・新たに発生が確

認された地域を追

加。 
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ルーマニア、ロシア、エジプト、

チュニジア、アメリカ合衆国、カ

ナダ、アルゼンチン、チリ 

16. 

インド、中華人民共和国、アフガ

ニスタン、イスラエル、イラン、ト

ルコ、イタリア、ウクライナ、英

国、オーストリア、オランダ、ギ

リシャ、スロベニア、チェコ、ドイ

ツ、フランス、ベラルーシ、ベル

ギー、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 

 

トマト及びばれいしよの種子であ

って栽培の用に供するもの並びに

トマト及びばれいしよの生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培

の用に供し得るもの 

 

Potato spindle tuber viroid（ジャ

ガイモやせいもウイロイド） 

（１）種子について      

  採種用の母本について、本ウイロイドの発

生が知られていないほ場で栽培され、生育期

中に栽培地検査を行い、かつ、当該母本又は

当該母本から採種された種子についてRT-PC

R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。 

（２）生植物について 

 本ウイロイドの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び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。 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更。 

17. 

中華人民共和国、シリア、アイ

ルランド、イタリア、英国、オー

ストリア、オランダ、キプロス、

ギリシャ、スイス、スウェーデ

ン、スペイン、チェコ、デンマー

ク、ドイツ、ハンガリー、フィンラ

ンド、フランス、ブルガリア、ベ

ルギー、ポーランド、南アフリカ

共和国、アメリカ合衆国、カナ

ダ、エクアドル、チリ、ペルー、メ

キシコ 

トマトの種子であつて栽培の用に

供するもの並びにトマト、ばれいし

よ及びペピーノの生植物（種子及

び果実を除く。）であつて栽培の用

に供し得るもの 

 

Pepino mosaic virus 

 

（１）種子について 

  採種用の母本について、本ウイルスの発生

が知られていないほ場で栽培され、生育期中

に栽培地検査を行い、かつ、当該母本又は当

該母本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。 

 

（２）生植物について 

 本ウイルスの発生が知られていないほ場で

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更。 
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栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び 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。 

18. 

イタリア、英国、デンマーク、ドイ

ツ、フランス、アメリカ合衆国、カ

ナダ、コスタリカ 

トマトの種子であつて栽培の用に

供するもの及びトマトの生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培

の用に供し得るもの 

 

Columnea latent viroid （１）種子について 

  採種用の母本について、本ウイルスの発生

が知られていないほ場で栽培され、生育期中

に栽培地検査を行い、かつ、当該母本又は当

該母本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。 

 

（２）生植物について 

 本ウイルスの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び 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。 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更。 

19. 

カナダ、メキシコ 

 

トマトの生植物（種子及び果実を除

く。）であつて栽培の用に供し得る

もの 

 

Mexican papita viroid 

 

本ウイロイドの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び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の感染がないこと

を確認し、その旨を検査証明書に追記するこ

と。 

 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変
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更。 

20. 

タイ、オランダ、カナダ 

とうがらしの種子であつて栽培の

用に供するもの並びにトマト及び

とうがらしの生植物（種子及び果

実を除く。）であつて栽培の用に供

し得るもの 

Pepper chat fruit viroid （１）種子について      

  採種用の母本について、本ウイロイドの発

生が知られていないほ場で栽培され、生育期

中に栽培地検査を行い、かつ、当該母本又は

当該母本から採種された種子についてRT-PC

R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。 

 

（２）生植物について 

 本ウイロイドの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び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。 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更。 

21. 

インドネシア、イスラエル、イタリ

ア、オーストリア、オランダ、ス

ロベニア、ドイツ、フィンランド、

フランス、ベルギー、チュニジ

ア、セネガル、コートジボワール 

トマトの種子であつて栽培の用に

供するもの及びトマトの生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培

の用に供し得るもの 

 

Tomato apical stunt viroid 

 

（１）種子について      

  採種用の母本について、本ウイロイドの発

生が知られていないほ場で栽培され、生育期

中に栽培地検査を行い、かつ、当該母本又は

当該母本から採種された種子についてRT-PC

R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。 

 

（２）生植物について 

 本ウイロイドの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及びRT-PCR法等の適切な遺伝子的手法によ

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更。 
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る検定を行って本ウイロイドの発生がないこと

を確認し、その旨を検査証明書に追記するこ

と。 

22. 

インド、英国、スロベニア、チェ

コ、フィンランド、フランス、アメリ

カ合衆国、メキシコ 

トマトの種子であつて栽培の用に

供するもの及びトマトの生植物（種

子及び果実を除く。）であつて栽培

の用に供し得るもの 

 

Tomato chlorotic dwarf viroid 

 

（１）種子について      

  採種用の母本について、本ウイロイドの発

生が知られていないほ場で栽培され、生育期

中に栽培地検査を行い、かつ、当該母本又は

当該母本から採種された種子についてRT-PC

R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。 

 

（２）生植物について 

 本ウイロイドの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び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。 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更 

23. 

メキシコ 

トマトの生植物（種子及び果実を除

く。）であつて栽培の用に供し得る

もの 

 

Tomato planta macho viroid 

 

本ウイロイドの発生が知られていないほ場で

栽培され、当該植物の生育期中に栽培地検査

及び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の感染がないこと

を確認し、その旨を検査証明書に追記するこ

と。 

 

規則別表１の２で

規定する「輸出国

での栽培地におけ

る検査」の対象から

規則別表２の２で

規定す る 「 基準」

（遺伝子診断による

検査）の対象へ変

更 

 


