（別紙３）
輸出国での栽培地検査の対象
（規則第５条の４及び別表１の２関係）
規則別表１の２について、次のとおり改正する（下線部が追加箇所、取消
線が削除箇所）。
地域

植物

検疫有害動植物

改正の理由

アボカド、カシューナッ Aleurocanthus

リスクアナリ

インド、インドネシア、 ツ、カヤ・イボレンシス woglumi（ミカ

シスの結果に

１．

カンボジア、シンガポー 、くだものとけい、げつ ンクロトゲコナ 基づき、新た
ル、スリランカ、タイ、 けいじゆ、ココやし、ご ジラミ）

に追加する検

中華人民共和国（香港を れんし、ざくろ、サポジ

疫有害動植物

除く。以下この表におい ラ、しようが、パパイヤ

、その対象地

て同じ。）、ネパール、 、ばんじろう、ブクスス

域及び対象植

パキスタン、バングラデ ・センペルウィレンス、

物を規定。

シュ、フィリピン、ブー まるめろ、マンゴウ、れ
タン、ベトナム、香港、 いし、くわ属植物、ケス
マレーシア、ミャンマー トルム属植物、げつきつ
、モルディブ、ラオス、 属植物、コーヒーノキ属
アラブ首長国連邦、イエ 植物、なし属植物、はこ
メン、イラン、オマーン やなぎ属植物、バショウ
、ウガンダ、ケニア、ジ 属植物、ばら属植物、ば
ンバブエ、スワジランド んれいし属植物、ぶどう
、セーシェル、タンザニ 属植物、ふよう属植物、
ア、南アフリカ共和国、 プルメリア属植物、みか
アメリカ合衆国（ハワイ ん属植物及びユーゲニア
諸島を除く。以下この表 属植物の生植物（種子、
において同じ。）、バミ 果実及び地下部を除く。
ューダ諸島、エクアドル ）であつて栽培の用に供
、エルサルバドル、ガイ するもの
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

-9-

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、
パプアニューギニア、ハ
ワイ諸島
２．

いんげんまめ、きだちた Tuta absoluta

リスクアナリ

インド、アラブ首長国連 ばこ、しまほおずき、し （トマトキバガ シスの結果に
邦、イエメン、イスラエ ろばなようしゆちようせ ）

基づき、新た

ル、イラク、イラン、カ んあさがお、たばこ、つ

に追加する検

タール、サウジアラビア のみちようせんあさがお

疫有害動植物

、シリア、トルコ、ヨル 、とうがらし、トマト、

、その対象地

ダン、アルバニア、イタ くこ属植物及びなす属植

域及び対象植

リア、英国（グレート・ 物の生茎葉並びにトマト

物を規定。

ブリテン及び北アイルラ の生果実
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
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、パナマ、パラグアイ、
ブラジル、ベネズエラ、
ペルー、ボリビア
３．

エリカ・キネレア、きく Meloidogyne ch ・新規追加に

トルコ、オランダ、ドイ ごぼう、キミキフガ・ラ itwoodi（コロ

伴う項番号（

ツ、フランス、ベルギー ケモサ、てんさい、どい ンビアネコブセ １から３へ）
、ポルトガル、南アフリ つあやめ、トマト、にん ンチュウ）

の変更。

カ共和国、アメリカ合衆 じん、ばれいしよ、ポテ

・リスクアナ

国、アルゼンチン、メキ ンティラ・フルティコサ

リシスの結果

シコ

、ヨーロッパしらかんば

を踏まえ、新

、ロニケラ・クシロステ

たに発生が確

ウム、かえで属植物及び

認された地域

こまくさ属植物の生植物

及び寄主植物

の地下部であつて栽培の

となることが

用に供し得るもの

確認された植
物を追加

４．

Heterodera sch
achtii（テンサ
イシストセンチ
ュウ）

[略]

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

・新規追加に
伴う項番号（
２から４へ）
の変更。

、アイルランド、アゼル

・国名表記変

バイジャン、アルバニア

更のため、「

、アルメニア、イタリア

地域」のグル

、ウクライナ、ウズベキ

ジアをジョー

スタン、英国、エストニ

ジアへ変更。

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
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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．
[略]

アスパラガス、いろはも Meloidogyne fa ・新規追加に
みじ、おらんだいちご、 llax（ニセコロ 伴う項番号（
きくごぼう、きんぐさり ンビアネコブセ ３から５へ）
、てんさい、トマト、に ンチュウ）

の変更。

んじん、ばれいしよ、ゆ

・リスクアナ

きげゆり、ようしゆとり

リシスの結果

かぶと、ヨーロッパしら

に基づき、新

かんば、ロニケラ・クシ

たに寄主植物

ロステウム及びこまくさ

となることが

属植物の生植物の地下部

確認された植

であつて栽培の用に供し

物を追加。

得るもの
６．

オプンティア・トルティ Nacobbus aberr ・新規追加に

インド、アゼルバイジャ スピナ、オプンティア・ ans(ニセネコブ 伴う項番号（
ン、アルメニア、ウクラ フラギリス、きゆうり、 センチュウ)
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４から６へ）

イナ、ウズベキスタン、 すべりひゆ、とうがらし

の変更。

英国、エストニア、オラ 、トマト、ばらもんじん

・リスクアナ

ンダ、カザフスタン、キ 、ばれいしよ、ペポかぼ

リシスの結果

ルギス、グルジア、ジョ ちや、マミラリア・ビビ

に基づき、新

ージア、タジキスタン、 パラ及びふだんそう属植

たに寄主植物

トルクメニスタン、フィ 物の生植物の地下部であ

となることが

ンランド、ベラルーシ、 つて栽培の用に供し得る

確認された植

モルドバ、ラトビア、リ もの

物を追加。

トアニア、ロシア、アメ

・国名表記変

リカ合衆国、アルゼンチ

更のため、「

ン、エクアドル、チリ、

地域」のグル

ペルー、ボリビア、メキ

ジアをジョー

シコ

ジアへ変更。

７．
[略]

アボカド、うこん、おく Radopholus sim ・新規追加に
ら、キルトスペルマ・シ ilis（バナナネ 伴う項番号（
ャミッソーニス、クプレ モグリセンチュ ５から７へ）
ッスス・マクロカルパ、 ウ）

の変更。

ケロシア・ニティダ、コ

・リスクアナ

コやし、さといも、さと

リシスの結果

うきび、しようが、しよ

に基づき、寄

くようかんな、だいしよ

主植物となる

、ちや、とうもろこし、

ことが確認さ

トマト、なす、ばれいし

れた植物を追

よ、ばんれいし、びんろ

加。

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
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の用に供し得るもの
８.

アセロラ、アラビアコー Meloidogyne en リスクアナリ

スリランカ、タイ、中華 ヒー、アンゲロニア・ア terolobii

シスの結果に

人民共和国、ベトナム、 ングスティフォリア、エ

基づき、新た

スイス、コートジボワー ンテロロビウム・コント

に追加する検

ル、セネガル、ブルキナ ルティシリクウム、オエ

疫有害動植物

ファソ、マラウイ、南ア ケクラデス・マクラタ、

、その対象地

フリカ共和国、アメリカ カリステモン・ウィミナ

域及び対象植

合衆国、グアテマラ、コ リス、キャッサバ、きゆ

物を規定。

スタリカ、西インド諸島 うり、くずうこん、クレ
、ブラジル、ベネズエラ ロデンドルム・ウガンデ
、メキシコ

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

９．

おふくかずら、おらんだ Xiphinema inde リスクアナリ

- 14 -

インド、パキスタン、イ いちご、オリーブ、せい x（ブドウオオ

シスの結果に

スラエル、イラク、イラ よういとすぎ、せんにち ハリセンチュウ 基づき、新た
ン、トルコ、レバノン、 こう、つた、とうぐわ、 ）

に追加する検

アゼルバイジャン、アル トマト、ひめいらくさ、

疫有害動植物

バニア、アルメニア、イ ペチュニア、まるばたば

、その対象地

タリア、ウクライナ、ウ こ、あかざ属植物、いち

域及び対象植

ズベキスタン、オースト じく属植物、さくら属植

物を規定。

リア、キプロス、ギリシ 物、とねりばはぜのき属
ャ、クロアチア、コソボ 植物、なす属植物、ばら
、スイス、スペイン、ス 属植物、ぶどう属植物、
ロベニア、セルビア、タ まつ属植物及びみかん属
ジキスタン、ドイツ、ト 植物の生植物の地下部で
ルクメニスタン、ハンガ あつて栽培の用に供し得
リー、フランス、ブルガ るもの
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
10.

Fusarium oxysp
orum f. sp. pi
si（エンドウ萎
ちよう病菌）

[略]

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

・新規追加に
伴う項番号（
６から10へ）
の変更。

ア、ウクライナ、ウズベ

・国名表記変

キスタン、英国、エスト

更のため、「

ニア、オランダ、カザフ

地域」のグル

スタン、キルギス、グル

ジアをジョー

ジア、ジョージア、スロ

ジアへ変更。
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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
11.

Phytophthora k ・新規追加に
ernoviae
伴う項番号（
７から11へ）
の変更。

[略]

[略]

12.
[略]

とさみずき、ノトリトカ Phytophthora r ・新規追加に
ルプス・デンシフロルス amorum

伴う項番号（

、ヒドランゲア・シーマ

８から1 2へ）

ニアイ、アジアンタム属

の変更。

植物、あせび属植物、あ

・リスクアナ

めりかいかりそう属植物

リシスの結果

、アルクトスタフィロス

に基づき、寄

属植物、アルブツス属植

主植物となる

物、いすのき属植物、い

ことが確認さ

ちい属植物、いわなんて

れた植物を追

ん属植物、うめがさそう

加。

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
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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
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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、
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
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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.

さくら属植物の生植物（ Apiosporina mo リスクアナリ

アメリカ合衆国、カナダ 種子及び果実を除く。） rbosa

シスの結果に

、メキシコ

であつて栽培の用に供す

基づき、新た

るもの

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.

くり属植物及びこなら属 Ceratocystis f リスクアナリ

アメリカ合衆国

植物の生植物（種子及び agacearum（ナ

シスの結果に

果実を除く。）であつて ラ類しおれ病菌 基づき、新た
栽培の用に供するもの

）

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。

15.

シトロフォーチュネラ・ Deuterophoma t リスクアナリ

イエメン、イスラエル、 ミクロカルパ、エレモシ racheiphila

シスの結果に

イラク、シリア、トルコ トラス属植物、からたち

基づき、新た

、レバノン、アルバニア 属植物、きんかん属植物

に追加する検

、アルメニア、イタリア 、セベリニア属植物及び

疫有害動植物

、キプロス、ギリシャ、 みかん属植物の生植物（

、その対象地

ジョージア、フランス、 種子及び果実を除く。）

域及び対象植

ロシア、アルジェリア、 であつて栽培の用に供す

物を規定。

エジプト、チュニジア、 るもの
リビア
16.

アエスクルス・カリフォ Eutypa lata

リスクアナリ

インド、パキスタン、イ ルニカ、あかつゆ、アル

シスの結果に

スラエル、トルコ、レバ クトスタフィロス・スタ

基づき、新た

ノン、アイルランド、イ ンフォーディアナ、いち

に追加する検
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タリア、ウクライナ、英 じく、うんなんおうばい

疫有害動植物

国、オーストリア、キプ 、オリーブ、かき、キッ

、その対象地

ロス、ギリシャ、スイス スス・ヒポグラウカ、く

域及び対象植

、スペイン、スロバキア さぼけ、グメリナ・ライ

物を規定。

、セルビア、ドイツ、ノ ヒハルディ、こしようぼ
ルウェー、ハンガリー、 く、こばのしなのき、こ
フランス、ブルガリア、 ぶかえで、サリックス・
ポルトガル、モルドバ、 カプレア、サリックス・
ルーマニア、アルジェリ ラシオレピス、しまとべ
ア、南アフリカ共和国、 ら、ショワジア・テルナ
リビア、アメリカ合衆国 タ、シンフォリカルポス
、カナダ、ブラジル、ベ ・オルビクラツス、せい
ネズエラ、メキシコ、オ ようきづた、せいようき
ーストラリア、ニュージ ようちくとう、せいよう
ーランド

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

- 20 -

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.

からたち、シトロフォー Guignardia cit リスクアナリ

インドネシア、台湾、中 チュネラ・ミクロカルパ ricarpa

シスの結果に

華人民共和国、フィリピ 、きんかん属植物及びみ

基づき、新た

ン、ブータン、香港、ロ かん属植物の生植物（種

に追加する検

シア、ウガンダ、ガーナ 子及び果実を除く。）で

疫有害動植物

、ケニア、ザンビア、ジ あつて栽培の用に供する

、その対象地

ンバブエ、スワジランド もの

域及び対象植

、ナイジェリア、ナミビ

物を規定。

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
18.

あかつゆ、アボカド、し Sphaeropsis tu リスクアナリ

インド、インドネシア、 ろこやまもも、いちじく mefaciens（カ

シスの結果に

スリランカ、パキスタン 属植物、カリッサ属植物 ンキツ類てんぐ 基づき、新た
、エジプト、カメルーン 、きようちくとう属植物 巣病菌）

に追加する検

、スーダン、モロッコ、 、なし属植物、にれ属植

疫有害動植物

アメリカ合衆国、ガイア 物、まきばぶらしのき属

、その対象地

ナ、キューバ、ジャマイ 植物、みかん属植物、も

域及び対象植

カ、トリニダード・トバ ちのき属植物、ユーカリ

物を規定。
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ゴ、プエルトリコ、ベネ ノキ属植物及びりんご属
ズエラ、ペルー、メキシ 植物の生植物（種子及び
コ、ハワイ諸島

果実を除く。）であつて
栽培の用に供するもの

19.

いんげんまめ、ささげ及 Curtobacterium ・新規追加に

イラン、トルコ、アゼル びだいずの種子であつて flaccumfacien
バイジャン、アルメニア 栽培の用に供するもの
、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、

s pv. flaccumf
aciens（インゲ
ンマメ萎ちよう
細菌病菌）

伴う項番号（
９から19へ）
の変更。
・リスクアナ
リシスの結果

キルギス、グルジア、ク

に基づき、新

ロアチア、コソボ、ジョ

たに発生が確

ージア、スペイン、スロ

認された地域

ベニア、セルビア、タジ

及び寄主植物

キスタン、ドイツ、トル

となることが

クメニスタン、ハンガリ

確認された植

ー、ブルガリア、ベラル

物を追加。

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
10.

すいか、とうがん及びメ Acidovorax ave リスクアナリ

インド、タイ、台湾、中 ロンの種子であつて栽培 nae subsp. cit シスの結果に
華人民共和国、イスラエ の用に供するもの
ル、イタリア、トルコ、
ギリシャ、ハンガリー、

- 22 -

rulli（スイカ 基づき、規則
果実汚斑細菌病 別表１の２で
菌）
規定する「輸

ナイジェリア、南アフリ

出国での栽培

カ共和国、アメリカ合衆

地における検

国、コスタリカ、ブラジ

査」の対象か

ル、オーストラリア、北

ら規則別表２

マリアナ諸島、グアム

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.

Pantoea stewar
tii（トウモロ
コシ萎ちよう細
菌病菌）

[略]

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

・新規追加に
伴う項番号（1
1から20へ）の
変更。

ニア、アメリカ合衆国、

・リスクアナ

カナダ、アルゼンチン、

リシスの結果

ガイアナ、コスタリカ、

に基づき、新

プエルトリコ、ペルー、

たに発生が確

ボリビア、メキシコ

認された地域
を追加。

21.

Clavibacter mi
chiganensis su
bsp. nebrasken
sis（トウモロ
コシ葉枯細菌病
菌）

[略]

アメリカ合衆国、カナダ

・新規追加に
伴う項番号（1
2から21へ）の
変更。
・リスクアナ
リシスの結果
に基づき、新
たに発生が確
認された地域
を追加。

22.

Broad bean sta ・新規追加に
in virus（ソラ 伴う項番号（1
マメステインウ 3から22へ）の

[略]

中華人民共和国、イラン
、シリア、トルコ、ヨル

- 23 -

ダン、レバノン、イタリ

イルス）

変更。

ア、英国、オーストリア

・リスクアナ

、スロバキア、ドイツ、

リシスの結果

ハンガリー、ポーランド

に基づき、発

、エジプト、エチオピア

生していない

、スーダン、チュニジア

ことが確認さ

、南スーダン、モロッコ

れた地域を削

、リビア、オーストラリ

除。

ア
23.

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

[略]

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

・新規追加に
伴う項番号（1
4から23へ）の
変更。
・リスクアナ

ランド、エジプト、エチ

リシスの結果

オピア、スーダン、チュ

に基づき、発

ニジア、南スーダン、モ

生していない

ロッコ、オーストラリア

ことが確認さ
れた地域を削
除。

24.

Plum pox virus ・新規追加に
（ウメ輪紋ウイ 伴う項番号（1
ルス）
5から24へ）の
変更。
・リスクアナ
リシスの結果
に基づき、新
たに発生が確
認された地域
を追加。

[略]

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
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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、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.

トマト及びばれいしよの Potato spindle リスクアナリ

インド、中華人民共和国 種子であって栽培の用に tuber viroid シスの結果に
、アフガニスタン、イス 供するもの並びにトマト （ジャガイモや 基づき、規則
ラエル、イラン、トルコ 及びばれいしよの生植物 せいもウイロイ 別表１の２で
、イタリア、ウクライナ （種子及び果実を除く。 ド）

規定する「輸

、英国、オーストリア、 ）であつて栽培の用に供

出国での栽培

オランダ、ギリシャ、ス し得るもの

地における検

ロベニア、チェコ、ドイ

査」の対象か

ツ、フランス、ベラルー

ら規則別表２

シ、ベルギー、ロシア、

の２で規定す

エジプト、ナイジェリア

る「基準」（

、アメリカ合衆国、コス

遺伝子診断に

タリカ、チリ、ベネズエ

よる検査）の

ラ、ペルー、ニュージー

対象へ変更。

ランド
17.

トマトの種子であつて栽 Pepino mosaic リスクアナリ

中華人民共和国、シリア 培の用に供するもの並び virus

シスの結果に

、アイルランド、イタリ にトマト、ばれいしよ及

基づき、規則

ア、英国、オーストリア びペピーノの生植物（種

別表１の２で

、オランダ、キプロス、 子及び果実を除く。）で

規定する「輸

ギリシャ、スイス、スウ あつて栽培の用に供し得

出国での栽培

ェーデン、スペイン、チ るもの

地における検

- 25 -

ェコ、デンマーク、ドイ

査」の対象か

ツ、ハンガリー、フィン

ら規則別表２

ランド、フランス、ブル

の２で規定す

ガリア、ベルギー、ポー

る「基準」（

ランド、南アフリカ共和

遺伝子診断に

国、アメリカ合衆国、カ

よる検査）の

ナダ、エクアドル、チリ

対象へ変更。

、ペルー、メキシコ
18.

トマトの種子であつて栽 Columnea laten リスクアナリ

イタリア、英国、デンマ 培の用に供するもの及び t viroid

シスの結果に

ーク、ドイツ、フランス トマトの生植物（種子及

基づき、規則

、アメリカ合衆国、カナ び果実を除く。）であつ

別表１の２で

ダ、コスタリカ

て栽培の用に供し得るも

規定する「輸

の

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.

トマトの生植物（種子及 Mexican papita リスクアナリ

カナダ、メキシコ

び果実を除く。）であつ viroid

シスの結果に

て栽培の用に供し得るも

基づき、規則

の

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

- 26 -

よる検査）の
対象へ変更。
20.

とうがらしの種子であつ Pepper chat fr リスクアナリ

タイ、オランダ、カナダ て栽培の用に供するもの uit viroid

シスの結果に

並びにトマト及びとうが

基づき、規則

らしの生植物（種子及び

別表１の２で

果実を除く。）であつて

規定する「輸

栽培の用に供し得るもの

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.

トマトの種子であつて栽 Tomato apical リスクアナリ

インドネシア、イスラエ 培の用に供するもの及び stunt viroid

シスの結果に

ル、イタリア、オースト トマトの生植物（種子及

基づき、規則

リア、オランダ、スロベ び果実を除く。）であつ

別表１の２で

ニア、ドイツ、フィンラ て栽培の用に供し得るも

規定する「輸

ンド、フランス、ベルギ の

出国での栽培

ー、チュニジア、セネガ

地における検

ル、コートジボワール

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。

22.

トマトの種子であつて栽 Tomato chlorot リスクアナリ

インド、英国、スロベニ 培の用に供するもの及び ic dwarf viroi シスの結果に
ア、チェコ、フィンラン トマトの生植物（種子及 d
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基づき、規則

ド、フランス、アメリカ び果実を除く。）であつ

別表１の２で

合衆国、メキシコ

て栽培の用に供し得るも

規定する「輸

の

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.

トマトの生植物（種子及 Tomato planta リスクアナリ

メキシコ

び果実を除く。）であつ macho viroid

シスの結果に

て栽培の用に供し得るも

基づき、規則

の

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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