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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（実施要領別表関係） 

〔下線部が追加箇所〕 

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、アルゼンチン、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

 

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) 

 

 

新たに発生が確認

された地域を追

加。 
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ス島、パプアニューギニア、

ハワイ諸島 

２ 

インド、ネパール、バングラデシ

ュ、ミャンマー、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、ウズ

ベキスタン、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、キル

ギス、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、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、アンゴラ、ウガン

ダ、エジプト、エチオピア、エリト

リア、ガーナ、カナリア諸島、ケ

ニア、ザンビア、スーダン、セネ

ガル、タンザニア、チュニジア、

ナイジェリア、ニジェール、ボツ

ワナ、マヨット島、南アフリカ共

和国、南スーダン、モザンビー

ク、モロッコ、リビア、レソト、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

生茎葉並びにしまほおずき及びト

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 
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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 

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、アルゼンチン、メキシコ 

 

 

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

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 

 

 

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

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) 

 

４ 

大韓民国、パキスタン、イスラエ

ル、イラク、イラン、シリア、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、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

 

しよくようだいおう、トマト、ほうれ

んそう、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 
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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、ポル

トガル、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、エジプト、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 

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) 

 

６ 

インド、アゼルバイジャン、アル

 

オプンティア・トルティスピナ、オプ

 

Nacobbus aberrans(ニセネコブ

 

本線虫の発生が知られていないほ場で栽培さ
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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、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 

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 

センチュウ) 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 Ac 

(MAF Ordinance No73/1950) 

 

７ 

インド、インドネシア、シンガポ

ール、スリランカ、タイ、中華人

民共和国、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

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。）、アヌビアス属植物、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 

 

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

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) 

 

 

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 
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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 

８ 

インド、スリランカ、タイ、台湾、

中華人民共和国、ベトナム、ス

イス、ケニア、コートジボワール

、セネガル、ナイジェリア、ニジ

ェール、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 

 

 

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

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、しようが、し

ようじようそう、じよおうやし、シロ

ギニアヤム、しろこやまもも、すい

か、ステノケレウス・クエレタロエ

ンシス、せいようきらんそう、ソラ

ンドラ・マクシマ、たばこ、たまさん

ご、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

 

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

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) 

 

 

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 
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め、なんごくいぬほおずき、にしき

じそ、にんじん、パウロウニア・エ

ロンガタ、バオバブ、はなまき、ぱ

らみつ、ばんじろう、ひめのうぜん

かずら、ビルソニマ・キドニーフォ

リア、ペポかぼちや、みばしよう、

ユーフォルビア・プニケア及びヒロ

セレウス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 

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

タン、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、ポーランド、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 

 

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 

Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 



 
 

8 
 

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、

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、アルジェリア、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) 

 

新たに発生が確認

された地域を追

加。 

11 

アイルランド、英国、チリ、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

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

 

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。 

 

【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) 

 

 

新たに発生が確認

された地域を追

加。 
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果実を除く。）であつて栽培の用に

供するもの 

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、ポルトガ

ル、リトアニア、ルクセンブル

ク、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

 

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) 

 

 

新たに発生が確認

された地域を追

加。 
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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、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、
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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)  

 

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。 

 

 

【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) 
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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) 

 

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

 

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) 
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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) 

 

 

18 

インド、インドネシア、スリラン

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

 

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

物、きようちくとう属植物、なし属植

 

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

証明書に追記すること。 
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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、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 

 

【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) 

 

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、

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 

 

Curtobacterium flaccumfaciens 

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) 

 

 

 

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

 

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 subsp. 

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。 

 

学名変更 
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ー、ボリビア、メキシコ 

 

 

【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) 
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) 

 

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

ーダン、モロッコ、リビア 

 

 

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。 

 

 

【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

 

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

 



 
 

16 
 

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 

 

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) 

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

、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 

 

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) 

 

 


