
No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要

1 Anastrepha striata
害虫(ミバ
エ科)

中南米（エクアドル、エルサル
バドル、オランダ領アンティ
ル、ガイアナ、グアテマラ、コ
スタリカ、コロンビア、スリナ
ム、トリニダード・トバゴ、ニカ
ラグア、パナマ、パラグアイ、
ブラジル、フランス領ギアナ、
ベ ネ ズ エ ラ 、 ベ リ ー ズ 、 ペ
ルー、ボリビア、ホンジュラ
ス、メキシコ）

アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、イン
ガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリ
コルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、く
だものとけい、コウマ・ウティリス、こがねもんびん、こすたり
かばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレン
ジ、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピ
ロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパ
イヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシ
ディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシ
ディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、
プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・ディコトマ、ベル
キア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリ
ア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ、もんびん、ユーゲニ
ア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルス
クナティアナ、れんぶ、ロリニア・ムコサの生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・新規追加：別表１及び別表２-２
無発生生産地域又は殺虫処理（熱処理・低温処理・臭
化メチルくん蒸）

2
Tomato mottle mosaic
virus

ウイルス

中華人民共和国、イスラエ
ル、イラン、スペイン、チェコ、
アメリカ合衆国、ブラジル、メ
キシコ

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの
並びにきだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物
（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供するもの

葉に壊死、緑色の濃淡となるモザイ
ク、モットル、奇形等の症状を示し、
全身に萎ちょう等の症状が現れる。
果実にえそ斑を生じ、壊死が見ら
れ、収量が減少する。

・新規追加：別表１及び別表２-２
輸出国における精密検定

病害虫学名（和名)

検疫有害動植物及び輸入検疫措置等の見直し解説一覧

（１）PRA結果により、検疫有害動植物を新規追加（２種）
１．植物防疫法施行規則別表１（第５条の２関係）
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

1 39
Broad bean stain virus
（ソラマメステインウイル
ス）

ウイルス

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

種子に斑点や褐色の壊死斑等が生
じる。また、葉のモザイクや植物体
の生育阻害 萎 縮等を引き起こし、収
量が低下する。

・植物の追加：
えんどう
・検疫措置の追加：
規則別表1-2から2-2へ移動し、輸出国における栽培
地検査に精密検定の選択肢を追加

1 2
Tuta absoluta
（トマトキバガ）

害虫(キ
バガﾞ科)

アジア、中東、欧州、アフリ
カ、中南米

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、はこべほおずき、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

幼虫が寄主植物の茎葉又は果実に
寄生（内部又は外部寄生）。穿孔さ
れた果実は果実腐敗が起こる。ま
た、生長点の加害は植物の生長を
阻害する。

・地域の追加：
ウクライナ、オーストリア、北マケドニア共和国、ジョー
ジア、チェコ、ドイツ、ベルギー、アフリカ

2 6
Nacobbus aberrans
（ニセネコブセンチュウ）

線虫
インド、欧州、アメリカ合衆
国、中南米

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

根の軸沿いや根端付近にゴールを
形成することで、水や栄養分の摂取
と輸送が著しく悪化する。その結
果、地上部の黄化、萎ちょう等を引
き起こし、作物の収量が減少する。

・植物の追加：
アトリプレクス・コンフェルティフォリア、いんげんまめ、
おらんだふうろ、サルソラ・カリ、しろざ、だいこん、てん
にんぎく、はまびし、ほうきぎ、ほうれんそう、あぶらな
属植物

3 7
Radopholus similis
（バナナネモグリセン
チュウ）

線虫
アジア、アフリカ、欧州、南北
米、豪州

アボカド、うこん、エピプレムヌム・アウレウム、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、ばしよう属植物、フィロデン
ドロン属植物、ブセファランドラ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

根に寄生して枯らし、地上部の生育
不良や立ち枯れ等の被害生じる。

・寄主範囲の見直し：
アヌビアス属植物及びアンスリューム属植物につい
て、対象部位を地下部から栽培用生植物全体に変
更。

（１)既存の検疫有害動植物の検疫措置の見直し：１種

（２)既存の検疫有害動植物の対象植物又は対象地域の追加：８種

２．植物防疫法施行規則別表１－２（第５条の４関係）
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

4 8 Meloidogyne enterolobii 線虫
アジア、欧州、アフリカ、北中
南米

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、くちなし、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、ケレウス・ヒルドマンニアヌ
ス、こせんだんぐさ、さつまいも、しまほおずき、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、とうぐわ、トマト、なす、なつめ、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、モ
ルス・セルティディフォリア、ユーフォルビア・プニケア、ヒロセ
レウス属植物及びランプランツ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

根内部に寄生して加害し、養水分
吸収を妨げ、成長を阻害する。

・地域の追加：
トーゴ、ベナン、モザンビーク

・植物の追加：
あきにれ、あさ、あぶらつばき、エラエオカルプス・デ
キピエンス、ささげ、だいず、やぶらん属植物

5 12 Phytophthora ramorum 菌類 欧州、北米
こなら属、つつじ属、ぶな属等の生植物（種子及び果実を除
く。）であつて栽培の用に供するもの

こなら属植物では主幹に感染する
と、急速に枯死する。つつじ属、が
まずみ属植物では葉や枝に感染
し、萎ちょう、枯死を引き起こす。

・地域の追加：
ベトナム

・植物の追加：
ロフォステモン・コンフェルツス

6 16 Eutypa lata 菌類
アジア、中東、欧州、アフリ
カ、北中南米、大洋州

あんず、いちじく、かき、さくらんぼ、すもも、びわ、もも、りん
ご、ばら属植物、ぶどう属植物等の生植物（種子及び果実を
除く。）であつて栽培の用に供するもの

葉、枝、生きている又は枯死したつ
るや樹木に感染し、樹内で長く生存
する。葉の萎縮や枯れが発生し、枝
のかいよう症状、その後枯死が発
生する。

・植物の追加：
ざくろ

7 17 Guignardia citricarpa 菌類
アジア、ロシア、アフリカ、北
中南米、大洋州

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

果実表面に褐色、黒色等の病斑を
形成し大きな被害を与える。

・地域の追加：
チュニジア

・宿主範囲の見直し：
宿主植物の切り枝及び切り花を規制対象に追加（「栽
培の用に供するもの」を「栽培の用に供し得るもの」と
する。）

8 24
Plum pox virus
（ウメ輪紋ウイルス）

ウイルス
アジア、中東、欧州、アフリ
カ、北米、南米

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

葉及び果実に輪紋を生じ、寄生果、
罹患果の落果等が生じる。

・地域の追加：
北マケドニア共和国
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

1 1
Ceratitis capitata
（チチュウカイミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

欧州、アフリカ、中南米、オー
ストラリア、ハワイ諸島　等

なす科植物、ばら科植物、みかん科植物等の生果実
幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・地域の追加：
イラク、ウクライナ、英領チャネル諸島、ブルガリア、
ポーランド、ルーマニア、プエルトリコ、ベリーズ
・植物の追加：
きんきじゆ、てんじくいぬかんこ等33種及びマチン属
植物、インガ属植物等５属の生果実（別紙1参照）
・寄主範囲の見直し：
さぼてん科→さぼてん科（イエローピタヤ及びヒロセレ
ウス・ポリリズスを除く。）とする。

2 2
Bactrocera dorsalis
species complex
（ミカンコミバエ種群）

害虫(ミバ
エ科)

アジア、アフリカ、ハワイ諸島
等

かんきつ類、さくら属植物、なす科植物、マンゴウ属植物等
の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・地域の追加：
エリトリア、カーボベルデ、ジンバブエ、スリナム、フラ
ンス領ギアナ、オーストラリア領クリスマス島、北マリ
アナ諸島、パラオ
・植物の追加：
カカオ、へちま等96種及びリカニア属植物の生果実
(別紙2ｰ①参照)
・寄主範囲の見直し：
「ヒロセレウス属植物」を「ヒロセレウス属植物（イエ
ローピタヤを除く。）」とする。
「アセロラ」を「ひいらぎとらのお属植物」とする。
「ぶどう」を「ぶどう属植物」とする。
「成熟したバナナ」を「ばしよう属植物（成熟していない
バナナの生果実を除く。）」とする。
「かんきつ類」を「かんきつ類（げつきつ、からたち属植
物、きんかん属植物及びみかん（かんきつ）属植物並
びにこれらの交雑種を指す。以下同じ。）」、「さるかけ
みかん」、「シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ」及び
「べるのき」とする。

３．植物防疫法施行規則別表２（第９条関係）
（1) 既存の検疫有害動植物の対象植物又は対象地域の追加等：６種
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

3 3
Bactrocera tryoni
（クインスランドミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

オーストラリア（タスマニアを
除く。）、ニュー・カレドニア、パ
プアニューギニア、フランス領
ポリネシア

かんきつ類、パパイヤ、ぶどう、りんご、なす属植物、マンゴ
ウ属植物等の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・植物の追加：
ランブータン、りゆうがんを含む45種の生果実(別紙３
参照)
・寄主範囲の見直し：
「ムラーヤ・エキゾチカ」を「げつきつ」として「かんきつ
類」に含む。
「ぶどう」を「ぶどう属植物」とする。
「成熟したバナナ」を「ばしよう属植物（成熟していない
バナナの生果実を除く。）」とする。
・植物表示名の変更：
「ヒロセレウス・メガランサス」を「イエローピタヤ」とす
る。

4 4
Bactrocera cucurbitae
（ウリミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

アジア、アフリカ、ハワイ諸島
等

うり科植物の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きだ
ちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、な
す、パパイヤ、ふじまめ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ
属植物の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・地域の追加：
エチオピア、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、ソマリ
ア、ブルンジ、マラウイ、モザンビーク、オーストラリア
領クリスマス島、ソロモン
・植物の追加：
なつめ、カシューナッツ、くだものとけい、ばんじろう等
25種の生果実(別紙４ｰ①参照)
・寄主範囲の見直し：
「ヒロセレウス属植物」を「ヒロセレウス属植物（イエ
ローピタヤを除く。）」とする。

5 10
Globodera rostochiensis
（ジャガイモシストセン
チュウ）

線虫
アジア、中東、欧州、アフリ
カ、北中南米、大洋州

あかざ属植物及びなす科植物の生塊茎等の地下部

根への加害により生育が阻害され、
葉の縮れや黄化等の症状がみら
れ、やがて枯死し、収量が低下す
る。

・地域の追加：
ウガンダ、ルワンダ

6 16
Erwinia amylovora
（火傷病菌）

細菌
中東、欧州、アフリカ、北中南
米、ニュージーランド

なし属植物、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。）

感染樹は火にあぶられたような症
状を示し、木全体が枯死する。

・地域の追加：
大韓民国

－
付
表
35

- -
削除（イエローピタヤをチチュウカイミバエの寄主植物
から除外）

三十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生
果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

1 40 Anastrepha striata
害虫（ミバ
エ科）

中南米（エクアドル、エルサル
バドル、オランダ領アンティ
ル、ガイアナ、グアテマラ、コ
スタリカ、コロンビア、スリナ
ム、トリニダード・トバゴ、ニカ
ラグア、パナマ、パラグアイ、
ブラジル、フランス領ギアナ、
ベ ネ ズ エ ラ 、 ベ リ ー ズ 、 ペ
ルー、ボリビア、ホンジュラ
ス、メキシコ）

アセロラ、アビウ、アラビアコーヒー、インガ・エドゥリス、イン
ガ・ベルティナ、カシューナッツ、カリオカル・グラブルム、カリ
コルプス・モリツジアヌス、カンポマネシア・コルニフォリア、く
だものとけい、コウマ・ウティリス、こがねもんびん、こすたり
かばんじろう、ごれんし、すいしようがき、スウィートオレン
ジ、スポンディアス・ドゥルキス、たちばなあでく、ディオスピ
ロス・ディジナ、てりはばんじろう、ナンセ、バカバやし、パパ
イヤ、パラハンコルニア・アマパ、ぱらみつ、ばんじろう、プシ
ディウム・アクタングルム、プシディウム・グイネエンセ、プシ
ディウム・ケンネディアヌム、プシディウム・サルトリアヌム、
プシディウム・ラルオッテアヌム、ベルキア・ディコトマ、ベル
キア・グロッスラリオイデス、ベルキア・ペンタメラ、ポウテリ
ア・トルタ、まれいふともも、マンゴウ、もんびん、ユーゲニ
ア・スティピタタ、ユーゲニア・リグストリナ、ユーゲニア・ルス
クナティアナ、れんぶ、ロリニア・ムコサの生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・新規追加：別表１及び別表２-２
無発生生産地域又は殺虫処理（熱処理・低温処理・臭
化メチルくん蒸）

2 41
Tomato mottle mosaic
virus

ウイルス

中華人民共和国、イスラエ
ル、イラン、スペイン、チェコ、
アメリカ合衆国、ブラジル、メ
キシコ

とうがらし及びトマトの種子であつて栽培の用に供するもの
並びにきだちとうがらし、とうがらし、トマト及びなすの生植物
（種子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供するもの

葉に壊死、緑色の濃淡となるモザイ
ク、モットル、奇形等の症状を示し、
全身に萎ちょう等の症状が現れる。
果実にえそ斑を生じ、壊死が見ら
れ、収量が減少する。

・新規追加：別表１及び別表２-２
輸出国における精密検定

1 39
Broad bean stain virus
（ソラマメステインウイル
ス）

ウイルス

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

種子に斑点や褐色の壊死斑等が生
じる。また、葉のモザイクや植物体
の生育阻害 萎 縮等を引き起こし、収
量が低下する。

・植物の追加：
えんどう

・検疫措置の追加：
規則別表1-2から2-2へ移動し、輸出国における栽培
地検査に精密検定の選択肢を追加

1 1
Anastrepha fraterculus
（ミナミアメリカミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

中南米 ぶどう、マンゴウ、みかん属植物等の生果実
幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・植物の追加：
イエローピタヤ、かき属植物（かきから変更）
・表記の修正（下線部を削る）：
マンゴウ（別表二の付表第四十三、第五十一及び第
五十三に掲げるものを除く。）

・検疫措置の記述の整理（下線部を追加）
基準欄の第２項第１号「～輸出国の政府機関が適切
と認められる手続により指定する地域～」

2 2 Anastrepha grandis
害虫(ミバ
エ科)

中南米
すいか、ゆうがお、かぼちや属植物及びきゆうり属植物の生
果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗し収量が低下す
る。

・検疫措置の記述の整理（下線部を追加）
基準欄の第２項第１号「～輸出国の政府機関が適切
と認められる手続により指定する地域～」

（３)既存の検疫有害動植物の対象植物又は対象地域の追加等：12種

（２)既存の検疫有害動植物の検疫措置の見直し：１種

４．植物防疫法施行規則別表２－２（第９条関係）
（１）PRA結果により、検疫有害動植物を新規追加（２種）
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

3 3
Anastrepha ludens （メキ
シコミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

中米

かき、カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、なし、フェイ
ジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マン
ゴウ、もも、もんびん、ロコトとうがらし、カシミロア属植物、
コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物
及びみかん属植物（ライム及びレモンを除く。）の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・植物の追加：
かき属植物（かきから変更）

・検疫措置の記述の整理（下線部を追加）
基準欄の第２項第１号「～輸出国の政府機関が適切
と認められる手続により指定する地域～」

4 4
Anastrepha obliqua （ニ
シインドミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

中米

アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、す
もも、なし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ、あかてつ属植物、
かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふとも
も属植物及びユーゲニア属植物の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・表記の修正（下線部を削る）：
マンゴウ（別表二の付表第四十三、第五十一及び第
五十三に掲げるものを除く。）

・検疫措置の記述の整理（下線部を追加）
基準欄の第２項第１号「～輸出国の政府機関が適切
と認められる手続により指定する地域～」

5 5
Anastrepha suspensa
（カリブミバエ）

害虫(ミバ
エ科)

アメリカ合衆国（フロリダ州の
み）、西インド諸島、フランス
領ギアナ

アキー、アセロラ、かき、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サ
ポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんか
ん、なし、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、にんめ
んし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも
属植物、みかん属植物（ライム及びレモンを除く。）及びユー
ゲニア属植物の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・植物の追加：
かき属植物（かきから変更）

・検疫措置の記述の整理（下線部を追加）
基準欄の第２項第１号「～輸出国の政府機関が適切
と認められる手続により指定する地域～」

6 17 Phytophthora ramorum 菌類 欧州、北米

こなら属、つつじ属、ぶな属等植物の葉、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

こなら属植物では主幹に感染する
と、急速に枯死する。つつじ属、が
まずみ属植物では葉や枝に感染
し、萎ちょう、枯死を引き起こす。

・地域の追加：
ベトナム

・植物の追加：
ロフォステモン・コンフェルツス

7 20
Candidatus  Liberibacter
solanacearum

細菌
中東、欧州、アフリカ、北中南
米、大洋州

あめりかぼうふう、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだ
ちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、セロリー、ソラヌ
ム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、
チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん及
びばれいしよの生植物（種子及び果実を除く。）であつて栽
培の用に供するもの

生育不良、葉の萎黄及び紫色化並
びに変形、過剰着果等を引き起こ
すとともに、果実の小型化や奇形等
を引き起こすことで、収量が減少す
る。

・地域の追加：
エクアドル
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

8 23 Xylella fastidiosa 細菌
台湾、イスラエル、イラン、イ
タリア、スペイン、フランス、北
中南米

オリーブ、さくら属植物、なし属植物、ぶどう属植物、みかん
属植物等であつて栽培の用に供するもの

感染植物の導管内等で増殖し詰ま
らせることで、養水分の移動を妨
げ、数年で枯死させる。

・植物の追加及び寄主範囲の見直し：別紙５参照

9 25 Pepino mosaic virus ウイルス

中華人民共和国、中東、欧
州、カナリア諸島、南アフリカ
共和国、モロッコ、アメリカ合
衆国、カナダ、中南米

トマトの種子であつて栽培の用に供するもの並びにあらげし
ゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・
フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、ケノポディウ
ム・ムラレ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、タラク
サクム・ウルガレ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、
バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフ
ロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼう
き、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、
おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コ
ロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植
物、のげし属植物及びひゆ属植物の生植物（種子及び果実
を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

トマトに感染すると生果実のモザイ
ク症状や成熟の遅延を招く。

・地域の追加：イスラエル

10 26 Columnea ｌatent viroid ウイロイド
イタリア、英国、デンマーク、ド
イツ、フランス、マリ、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並びにグロキシ
ニア（シーマニア）・ギムノストマ、グロキシニア（シーマニ
ア）・ネマタントデス、グロキシニア（シーマニア）・プルプラス
ケンス、コルムネア・エリトロファエア、トマト、ネマタンツス・
ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物（種
子及び果実を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

葉の変形や壊死等を引き起こすとと
もに、果実の小玉化、植物体の枯
死を引き起こし、収量が低下する。

・植物の追加：
とうがらし（栽培用生植物（種子を含み果実を除
く。））、ソラヌム・ストラモニーフォリウム（栽培用生植
物（種子及び果実を除く。））

11 29

Tomato chlorotic dwarf
viroid
（トマト退緑萎縮ウイロイ
ド）

ウイロイド

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、
ハワイ諸島

トマト及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供
するもの並びにとべら、トマト、ひめつるにちにちそう、バー
ベナ属植物及びペチュニア属植物の生植物（種子及び果実
を除く。）であつて栽培の用に供し得るもの

感染したトマトは上位葉の退緑、黄
化、えそを伴う葉巻症状、植物体全
体の萎縮症状を示し、激しく感染し
た株では果実の小玉化や奇形の発
生、着色不良などの発症により市場
価値が失われる。

・植物の追加：
なす（栽培用生植物（種子及び花粉を含む。））、カリブ
ラコア属（栽培用生植物（種子及び花粉を除く。））

12 36
Tomato brown rugose
fruit virus

ウイルス

中華人民共和国、イスラエ
ル、トルコ、ヨルダン、イタリ
ア、オランダ、ギリシャ、メキシ
コ

とうがらし及びトマトの生植物（果実を除き、種子を含む。）で
あつて栽培の用に供し得るもの

葉に黄化やモザイク症状、果実は
奇形となり商品価値を低下させる。

・地域の見直し及び追加：
対象地域を「全ての地域」とする。
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

1 4 アリモドキゾウムシ
害虫(ｿﾞｳ
ﾑｼ科)

南西諸島（一部地域を除く）、
小笠原諸島

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

幼虫が茎を食害することで茎葉に
変色や奇形を生じる。また、塊根を
食害することで食害痕とその周辺が
黒変し、苦みと悪臭を生じる。

・地域の変更：対象地域（南西諸島）から津堅島を除
外

1 1 ミカンコミバエ
害虫(ミバ
エ科)

南西諸島（一部地域を除く）
かんきつ類、さくら属植物、なす科植物、マンゴウ属植物等
の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・植物の追加：
カカオ、まるめろ等97種及びリカニア属植物の生果実
(別紙2－②参照)
・寄主範囲の見直し：
「ヒロセレウス属植物」を「ヒロセレウス属植物（イエ
ローピタヤを除く。）」とする。
「あんず」、「うめ」、「さくらんぼ」、「すもも」、「せいよう
すもも」、「ひまらやざくら」、「もも」を「さくら属植物」と
する。
「アセロラ」を「ひいらぎとらのお属植物」とする。
「ぶどう」を「ぶどう属植物」とする。
「成熟したバナナ」を「ばしよう属植物（成熟していない
バナナの生果実を除く。）」とする。
「かんきつ類」を「かんきつ類（げつきつ、からたち属植
物、きんかん属植物及びみかん（かんきつ）属植物並
びにこれらの交雑種を指す。以下同じ。）」、「さるかけ
みかん」、「シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ」及び
「べるのき」とする。

2 3 ウリミバエ
害虫(ミバ
エ科)

南西諸島(一部地域を除く)

うり科植物の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きだ
ちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、な
す、パパイヤ、ふじまめ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ
属植物の生果実

幼虫が果実内へ侵入し加害するこ
とで、果実が腐敗・落果し収量が低
下する。

・植物の追加：
なつめ、カシューナッツ、くだものとけい、ばんじろう等
27種の生果実(別紙４－②参照)
・寄主範囲の見直し：
「ヒロセレウス属植物」を「ヒロセレウス属植物（イエ
ローピタヤを除く。）」とする。

3 4 アリモドキゾウムシ
害虫(ｿﾞｳ
ﾑｼ科)

南西諸島（一部地域を除く）、
小笠原諸島

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

幼虫が茎を食害することで茎葉に
変色や奇形を生じる。また、塊根を
食害することで食害痕とその周辺が
黒変し、苦みと悪臭を生じる。

・地域の変更：対象地域（南西諸島）から津堅島を除
外

５．植物防疫法施行規則別表４（第35条の２、第35条の５関係）
（1) 既存のまん延防止を必要とする有害動植物の対象地域の変更：１種

６．植物防疫法施行規則別表６（第35条の７関係）
（1) 既存のまん延防止を必要とする有害動植物の対象植物及び対象地域の変更：３種
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

1 3 アリモドキゾウムシ
害虫(ｿﾞｳ
ﾑｼ科)

南西諸島（一部地域を除く）、
小笠原諸島

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

幼虫が茎を食害することで茎葉に
変色や奇形を生じる。また、塊根を
食害することで食害痕とその周辺が
黒変し、苦みと悪臭を生じる。

・地域の変更：対象地域（南西諸島）から津堅島を除
外

７．植物防疫法施行規則別表７（第35条の７関係）
（1) 既存のまん延防止を必要とする有害動植物の対象地域の変更：１種
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No. 項 分類
主な発生

地域
主な寄主（宿主)植物 主な症状・被害 見直しの概要病害虫学名（和名)

1 Eupteryx decemnotata
害虫(ヨコ
バイ科)

日本、欧州、チュニジア、アメ
リカ合衆国

はなはっか、 めぼうき（バジル）、 メリッサ、ローズマリー等
及びいぬはっか属植物並びにいぶきじゃこうそう属植物

葉を吸汁し、被害を受けた葉は壊死
斑を生じ、やがて枯れ、落葉する。

・新規追加

2
Mecinus pascuorum
(ヘラオオバココバンゾ
ウムシ)

害虫(ゾウ
ムシ科)

汎世界的に発生（日本を含
む。）

へらおおばこ
幼虫がヘラオオバコの果実を食害
し、蛹が穂状花序内に寄生する。

・新規追加

3

Parthenolecanium
persicae
（チャノカタカイガラム
シ）

害虫(カタ
カ イ ガ ラ
ムシ科)

アジア(日本を含む。)、中東、
欧州、アフリカ、北中南米、大
洋州

アーモンド、アボカド、いちじく、かき、ちゃ、ばんじろう、び
わ、まるめろ、マンゴウ、もも、レモン等及びのぶどう属植
物、ばら属植物、りんご属植物等

ふ化幼虫は葉裏、果梗や果実に、
雌成虫は枝や幹に寄生し吸汁加害
する。
寄生した枝は枯死し、植物によって
は花がまばらになり、果実は小さい
ままになる。また、大量の甘露を生
成し、木がすすカビで覆われる。

・新規追加

4

Tuberolachnus
macrotuberculatus
(ビワコブオオアブラム
シ)

害虫(アブ
ラムシ科)

中華人民共和国、日本 しゃりんばい、びわ、ばら科植物 枝に寄生する。 ・新規追加

5
Alternaria crassa
(チョウセンアサガオ類
輪紋病)

糸状菌
汎世界的に発生（日本を含
む。）

いぬほおずき、おらんだぜり（パセリ）、すいか、トマト、な
す、ばれいしょ、とうがらし属植物、ペチュニア属植物等

はじめ葉に小褐変を生じ、徐々に輪
紋状に拡大、のちに病斑部は乾燥
し、しばしば破れる。症状の進行に
より、葉色が黄色を帯び、早期落葉
を起こす。花弁には淡褐色の輪紋
斑が生じ、のち花器全体に拡大、褐
変腐敗し、乾燥枯死して落花する。
果実にも同様の輪紋斑を生じ、症
状の拡大とともに果面全体が褐変
する。

・新規追加

6
Pythium brassicum
(ピシウム・ブラシクム)

糸状菌
中華人民共和国、日本、アメ
リカ合衆国

キャベツ、ストック等のあぶらな科植物

苗の地際部及び根部に水浸状の病
斑を形成し、乾燥すると白色～茶色
に腐敗してくびれ、苗全体が萎れて
立ち枯れる。本菌の病原性は弱く、
生育が進んだ苗での発病の可能性
が低く、育苗初期で問題となる。

・新規追加

7
Pantoea ananatis
(パントエア・アナナティ
ス)

細菌
アジア(日本を含む。)、欧州、
アフリカ、北中南米、オースト
ラリア

いちご、いね、しょうが、たまねぎ、とうもろこし、トマト、パイ
ナップル、メロン、もも、ユーカリノキ属植物、アリウム類、フ
リージア等、その他症状を示さない多くの植物から分離され
ている。

症状は宿主植物によって異なり、同
じ植物種でも国内と海外で異なる症
状を示す場合がある。例えば、イネ
の場合、日本では生育中の内穎に
褐変を生じるが、オーストラリアでは
茎に壊死を生じる。また、トウモロコ
シの場合、ブラジルでは葉に壊疽又
は白斑及び条斑を生じるが、南アフ
リカ共和国では茎が腐敗する。

・新規追加

８．非検疫有害動植物
（１）PRA結果により、有害動植物を追加（新規：７種）
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Ceratitis capitata （チチュウカイミバエ） 別紙１
No. 学名 表記 英名 備考

1 Acokanthera oppositifolia アコカンテラ・オッポシティフォリア

2
Acokanthera schimperi (syn. Acokanthera
ouabaio )

アコカンテラ・シンペリ

3 Azima tetracantha アジマ・テトラカンタ beehanger

4 Artabotrys monteiroae アルタボトリス・モンテイロアエ

5 Antidesma venosum アンティデスマ・ウェノスム

6 Wikstroemia phillyreifolia ウィクストロエミア・フィリレイフォリア

7 Euclea divinorum エウクレア・ディウィノルム

8 Ekebergia capensis エケベルギア・カペンシス dog plum

9 Oxyanthus zanguebaricus オクシアンツス・ザングエバリクス

10 Opilia amentacea オピリア・アメンタケア

11 Olea woodiana オレア・ウッディアナ

12
Cassine schweinfurthiana (syn. Elaeodendron
schweinfurthianum )

カッシネ・シュヴァインフルティアナ

13 Pithecellobium dulce きんきじゆ

14
Scaevola taccada (syn. Scaevola sericea ,
Scaevola frutescens )

くさとべら beach naupaka

15 Grewia trichocarpa グルーイア・トリコカルパ

16 Salacia elegans サラシア・エレガンス

17 Scaevola plumieri スカエウォラ・プルミエリ goodenia

18 Flacourtia indica (syn. Flacourtia ramontchi ) てんじくいぬかんこ governor's plum

19 Guettarda speciosa はてるまぎり

20 Harpephyllum caffrum ハルペフィルム・カッフルム kafir plum

21 Filicium decipiens フィリキウム・デキピエンス

22 Butia eriospatha ブティア・エリオスパタ

23 Butia capitata (syn. Cocos capitata ) ブティア・カピタタ jelly palm

24 Flagellaria guineensis フラゲラリア・グイネエンシス

25 Flueggea virosa フルエッゲア・ウィロサ

26
Brucea ferruginea (syn. Brucea
antidysenterica )

ブルケア・フェルギネア

27 Berberis holstii ベルベリス・ホルスティー barberry

28 Pentarhopalopilia umbellulata ペンタロパロピリラ・ウンベルラタ

29 Bourreria petiolaris ボウレリア・ペティオラリス

30 Polysphaeria parvifolia ポリスファエリア・パルウィフォリア

31 Monodora grandidieri モノドラ・グランディディエリ

32 Lamprothamnus zanguebaricus ランプロタムヌス・ザングエバリクス

33 Ludia mauritiana ルディア・マウリティアナ

34 Inga インガ属植物

35 Vangueria ヴァングエリア属植物

36 Drypetes ドリペテス属植物

37 Capparis ふうちようぼく属植物

38 Strychnos マチン属植物

変更
Thevetia peruviana (syn. Cascabela thevetia ,
Cerbera thevetia,  Thevetia neriifolia )

きばなきようちくとう yellow oleander 規定済み。

変更 Cactaceae さぼてん科植物（イエローピタヤ及びヒ
ロセレウス・ポリリズスを除く。）

「さぼてん科」から変更



Bactrocera dorsalis  species complex （ミカンコミバエ種群） 別紙２－①
No. 学名 表記 英名 備考

1 Bischofia javanica あかぎ

2 Azadirachta excelsa アザディラクタ・エクセルサ

3 Afzelia xylocarpa アフゼリア・クシロカルパ makamong

4 Sauropus androgynus あまめしば

5 Alangium chinense アランギウム・キネンセ

6 Alangium salviifolium アランギウム・サルウィーフォリウム plu

7 Artabotrys siamensis アルタボトリス・シアメンシス

8 Artabotrys monteiroae アルタボトリス・モンテイロアエ

9 Alpinia mutica アルピニア・ムティカ

10 Arenga westerhoutii アレンガ・ウェスターハウティー

11 Icacina senegalensis イカキナ・セネガレンシス

12 Ixora javanica イクソラ・ジャワニカ

13 Ixora macrothyrsa イクソラ・マクロティルサ

14 Ficus erecta いぬびわ

15 Irvingia malayana イルビンギア・マラヤナ

16 Uvaria chamae ウバリア・カマエ

17 Uvaria grandiflora ウバリア・グランディフロラ

18 Excoecaria agallocha エクスコエカリア・アガロカ tayaw

19
Elaeocarpus hygrophilus (syn. Elaeocarpus
madopetalus )

エラエオカルプス・ハイグロフィルス

20 Borassus flabellifer おうぎやし palmyra palm

21 Ficus pumila おおいたび

22 Ficus septica おおばいぬびわ

23 Rubus croceacanthus おおばらいちご

24
Diplocyclos palmatus (syn. Bryonopsis
laciniosa )

おきなわすずめうり marble vine

25 Ochreinauclea maingayi オクレイナウクレア・メインゲイイ

26 Opilia amentacea オピリア・アメンタケア

27 Theobroma cacao カカオ cacao

28 Capparis sepiaria カッパリス・セピアリア

29 Capparis tomentosa カッパリス・トメントサ

30
Trichosanthes cucumeroides (syn.
Trichosanthes ovigera )

からすうり

31
Chionanthus parkinsonii (syn. Linociera
parkinsoni )

キオナンツス・パーキンソニー

32 Xanthophyllum amoenum キサントフィルム・アモエヌム

33 Xanthophyllum flavescens キサントフィルム・フラウェスケンス

34 Ximenia americana キシメニア・アメリカナ hog plum

35
Thevetia  peruviana (syn. Cascabela thevetia,
Cerbera thevetia, Thevetia  neriifolia )

きばなきようちくとう yellow oleander

36
Cucurbita argyrosperma (syn. Cucurbita
mixta )

ククルビタ・アルギロスペルマ cushaw pumpkin

37 Gnetum gnemon グネツム・グネモン

38 Gmelina elliptica グメリナ・エリプティカ

39 Gmelina philippensis グメリナ・フィリッペンシス

40 Chrysobalanus icaco クリソバラヌス・イカコ Icaco plum

41 Zehneria liukiuensis くろみのおきなわすずめうり

42 Kedrostis hirtella ケドロスティス・ヒルテラ
アフリカを除く地域から発送されたものを
除く

43
Coccinia grandis (syn. Coccinia indica,
Cephalandra indica )

コッキニア・グランディス

44 Arenga tremula こみのくろつぐ

45 Cordia myxa コルディア・ミクサ



46 Arenga pinnata (syn. Arenga saccharifera ) さとうやし suger palm

47 Saba comorensis サバ・コモレンシス

48 Saba senegalensis サバ・セネガレンシス saba nut

49 Toddalia asiatica さるかけみかん

50

Citrofortunella microcarpa  (syn.
Citrofortunella mitis , Citrus x microcarpa ,
Citrus mitis )

シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ

51 Turpinia ternata しようべんのき

52 Neolitsea sericea しろだも

53 Schoepfia fragrans スコエフィア・フラグランス

54 Celtis tetrandra セルティス・テトランドラ

55 Machilus thunbergii たぶのき

56 Dillenia obovata ディレニア・オボバタ

57 Desmos chinensis デスモス・キネンシス

58 Rhodomyrtus tomentosa てんにんか

59 Morus alba とうぐわ white mulberry

60 Luffa acutangula とかどへちま ridge gourd アフリカを除く地域から発送されたものを
除く

61
Nauclea orientalis (syn. Sarcocephalus
cordatus )

ナウクレア・オリエンタリス

62 Averrhoa bilimbi ながばのごれんし bilimbi

63 Haematostaphis barteri ハエマトスタフィス・バーテリ

64 Viburnum japonicum はくさんぼく

65 Ficus virgate はまいぬびわ

66 Litsea japonica はまびわ

67 Parinari anamensis パリナリ・アナメンシス

68 Crescentia cujete ひようたんのき calabash tree

69 Parkia biglobosa ひろはふさまめのき Néré

70 Fagraea ceilanica ファグラエア・ケイラニカ

71 Fagraea racemosa ファグラエア・ラケモサ

72 Ficus ottoniifolia フィクス・オットニーフォリア

73 Ficus hispida フィクス・ヒスピダ

74 Ficus benjamina フィクス・ベンジャミナ

75 Physalis minima フィサリス・ミニマ

76 Feijoa sellowiana (syn. Acca sellowiana ) フェイジョア feijoa

77 Flacourtia rukam フラクールティア・ルカム

78 Breynia racemosa (syn. Breynia reclinata ) ブレイニア・ラケモサ

79
Breonia chinensis (syn. Cephalanthus
chinensis, Anthocephalus chinensis )

ブレオニア・キネンシス

80 Heynea trijuga (syn. Walsura intermedia ) ヘイネア・トリジュガ tagat tagyi

81 Luffa cylindrica  (syn. Luffa aegyptiaca ) へちま sponge gourd アフリカを除く地域から発送されたものを
除く

82 Aegle marmelos べるのき okshit

83 Polyalthia longifolia ポリアルティア・ロンギフォリア

84 Holigarna kurzii ホリガルナ・クルツィー

85
Ehretia dicksonii (syn. Ehretia dicksonii var.
japonica )

まるばちしやのき

86 Cydonia oblonga まるめろ quince

87 Mammea siamensis マンメア・シアメンシス

88 Myxopyrum smilacifolium ミクソピルム・スミラキフォリウム

89 Microcos tomentosa (syn. Grewia paniculata ) ミクロコス・トメントサ

90 Lycianthes biflora めじろほおずき

91 Cucumis melo (syn. Bryonia collosa ) メロン melon



92 Momordica balsamina モモルディカ・バルサミナ

93 Morinda citrifolia (syn. Morinda elliptica ) やえやまあおき

94
Cinnamomum yabunikkei (syn.Cinnamomum
japonicum, Cinnamomum tenuifolium )

やぶにつけい

95 Lepisanthes tetraphylla レピサンテス・テトラフィラ

96 Lepisanthes rubiginosa レピサンテス・ルビギノサ

97 Musa (excluding immature banana) ばしよう属植物（成熟していないバナナ
の生果実を除く。）

「成熟したバナナ」から変更

98 Malpighia ひいらぎとらのお属植物

「アセロラ」から変更。
Malpighia emarginata、M. glabra (syn. M.
punicifolia)及びMalpighia(種不明)を含
む。

99 Vitis ぶどう属植物 「ぶどう」から変更

100 Licania リカニア属植物 Licania（種不明）のみ。

削除
Malpighia emarginata  (syn. M. glabra , M.
punicifolia )

アセロラ acerola 「ひいらぎとらのお属植物」に変更

削除 Vitis ぶどう 「ぶどう属植物」に変更

削除 Musa 成熟したバナナ mature banana 「ばしよう属植物（成熟していないバナナ
の生果実を除く。）」に変更

変更 －

かんきつ類（げつきつ、からたち属植
物、きんかん属植物及びみかん属（か
んきつ属）並びにこれらの交雑種を指
す。以下同じ。）

Citrus

「かんきつ類」から変更。
また、さるかけみかん、シトロフォーチュ
ネラ・ミクロカルパ及びべるのきを種単位
で規定。

変更
Sarcocephalus latifolius (syn. Nauclea
esculenta, Nauclea latifolia )

ねぐろもも
規定済み。SPS通報のシノニム情報を追
加。

変更 Hylocereus ヒロセレウス属植物（イエローピタヤを
除く。）

「ヒロセレウス属植物」から変更



ミカンコミバエ 別紙２－②
No. 表記 備考

1 あかぎ

2 アザディラクタ・エクセルサ

3 アフゼリア・クシロカルパ

4 あまめしば

5 アランギウム・キネンセ

6 アランギウム・サルウィーフォリウム

7 アルタボトリス・シアメンシス

8 アルタボトリス・モンテイロアエ

9 アルピニア・ムティカ

10 アレンガ・ウェスターハウティー

11 イカキナ・セネガレンシス

12 イクソラ・ジャワニカ

13 イクソラ・マクロティルサ

14 いぬびわ

15 イルビンギア・マラヤナ

16 ウバリア・カマエ

17 ウバリア・グランディフロラ

18 エクスコエカリア・アガロカ

19 エラエオカルプス・ハイグロフィルス

20 おうぎやし

21 おおいたび

22 おおばいぬびわ

23 おおばらいちご

24 おきなわすずめうり

25 オクレイナウクレア・メインゲイイ

26 オピリア・アメンタケア

27 カカオ

28 カッパリス・セピアリア

29 カッパリス・トメントサ

30 からすうり

31 キオナンツス・パーキンソニー

32 キサントフィルム・アモエヌム

33 キサントフィルム・フラウェスケンス

34 キシメニア・アメリカナ

35 きばなきようちくとう

36 ククルビタ・アルギロスペルマ

37 グネツム・グネモン

38 グメリナ・エリプティカ

39 グメリナ・フィリッペンシス

40 クリソバラヌス・イカコ

41 くろみのおきなわすずめうり

42 コッキニア・グランディス

43 こみのくろつぐ

44 コルディア・ミクサ

45 さとうやし

46 サバ・コモレンシス

47 サバ・セネガレンシス

48 サラカやし

49 さるかけみかん



50 シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ

51 しようべんのき

52 しろだも

53 スコエフィア・フラグランス

54 セルティス・テトランドラ

55 たぶのき

56 ディレニア・オボバタ

57 デスモス・キネンシス

58 テトラクトミア・マジュス

59 てんにんか

60 とうぐわ

61 ナウクレア・オリエンタリス

62 ながばのごれんし

63 ハエマトスタフィス・バーテリ

64 はくさんぼく

65 はまいぬびわ

66 はまびわ

67 パラミグニア・アンダマニカ

68 パリナリ・アナメンシス

69 ひようたんのき

70 ひろはふさまめのき

71 ファグラエア・ケイラニカ

72 ファグラエア・ラケモサ

73 フィクス・オットニーフォリア

74 フィクス・グロッスラリオイデス

75 フィクス・ヒスピダ

76 フィクス・ベンジャミナ

77 フィサリス・ミニマ

78 フェイジョア

79 フラクールティア・ルカム

80 ブレイニア・ラケモサ

81 ブレオニア・キネンシス

82 ヘイネア・トリジュガ

83 べるのき

84 ポリアルティア・ロンギフォリア

85 ホリガルナ・クルツィー

86 まるばちしやのき

87 まるめろ

88 マンメア・シアメンシス

89 ミクソピルム・スミラキフォリウム

90 ミクロコス・トメントサ

91 めじろほおずき

92 メロン

93 モモルディカ・バルサミナ

94 やえやまあおき

95 やぶにつけい

96 レピサンテス・テトラフィラ

97 レピサンテス・ルビギノサ

98 さくら属植物
「あんず」、「うめ」、「さくらんぼ」、「すも
も」、「せいようすもも」、「ひまらやざく
ら」、「もも」から変更



99
ばしよう属植物（成熟していないバナナ
の生果実を除く。）

「成熟したバナナ」から変更

100 ひいらぎとらのお属植物 「アセロラ」から変更

101 ぶどう属植物 「ぶどう」から変更

102 リカニア属植物

削除 アセロラ 「ひいらぎとらのお属植物」に変更

削除 あんず 「さくら属植物」に変更

削除 うめ 「さくら属植物」に変更

削除 さくらんぼ 「さくら属植物」に変更

削除 すもも 「さくら属植物」に変更

削除 せいようすもも 「さくら属植物」に変更

削除 ひまらやざくら 「さくら属植物」に変更

削除 ぶどう 「ぶどう属植物」に変更

削除 もも 「さくら属植物」に変更

削除 成熟したバナナ
「ばしよう属植物（成熟していないバナナ
の生果実を除く。）」に変更

変更

かんきつ類（げつきつ、からたち属植
物、きんかん属植物及びみかん属（か
んきつ属）並びにこれらの交雑種を指
し、ポンカンを除く。）

「かんきつ類（ポンカンをを除く。）」から変
更。
また、さるかけみかん、シトロフォーチュ
ネラ・ミクロカルパ及びべるのきを種単位
で規定。

変更
ヒロセレウス属植物（イエローピタヤを
除く。）

「ヒロセレウス属植物」から変更



Bactrocera tryoni （クインスランドミバエ） 別紙３
No. 学名 表記 英名 備考

1 Bouea macrophylla (syn. Bouea gandaria ) あかたねのき gandaria

2 Cananga odorata いらんいらんのき perfume tree

3 Grewia asiatica いんどうおとりぎ phalsa

4 Ficus racemosa (syn. Ficus glomerata ) うどんげのき cluster tree

5 Fragaria vesca えぞのへびいちご European strawberry

6 Endiandra wolfei エンディアンドラ・ウォルフェイ

7 Endiandra microneura エンディアンドラ・ミクロネウラ

8 Endiandra longipedicellata エンディアンドラ・ロンギペディケラタ

9 Flacourtia inermis おおみいぬかんこ lovi-lovi

10 Garcinia dulcis おおばのまんごすちん

11
Diplocyclos palmatus (syn. Bryonopsis
laciniosa )

おきなわすずめうり

12 Ochrosia moorei オクロシア・ムーレイ

13 Castanospora alphandii カスタノスポラ・アルファンディー

14 Canarium vulgare カナリウム・ウルガレ

15 Carallia brachiata カラリア・ブラキアタ

16 Garcinia warrenii ガルシニア・ウォレニー warren's mangosteen

17 Ximenia americana キシメニア・アメリカナ hog plum

18
Thevetia peruviana (syn. Cascabela thevetia,
Cerbera thevetia, Thevetia neriifolia )

きばなきようちくとう yellow oleander

19 Salacia chinensis サラシア・キネンシス Chinese salacia

20
Plinia cauliflora (syn. Eugenia cauli, Myrcia
jaboticaba, Myrciaria cauliflora )

ジャボチカバ jaboticaba

21 Semecarpus australiensis セメカルプス・アウストラリエンシス Australian cashew nut

22 Davidsonia pruriens ダウィドソニア・プルリエンス davidson's plum

23 Psidium cattleianum (syn. Psidium littorale ) てりはばんじろう strawberry guava

24 Calophyllum inophyllum てりはぼく alexandrian laurel

25
Nauclea orientalis (syn. Sarcocephalus
cordatus )

ナウクレア・オリエンタリス

26 Averrhoa bilimbi ながばのごれんし bilimbi

27
Artocarpus heterophyllus (syn. Artocarpus
integrifolia )

ぱらみつ

28 Barringtonia asiatica バリントニア・アジアティカ fish poison tree

29 Barringtonia edulis バリントニア・エドゥリス

30 Barringtonia calyptrata バリントニア・カリプトラタ

31 Fagraea gracilipes (syn. Fagraea cambagei ) ファグラエア・グラシリペス

32 Phaleria clerodendron ファレリア・クレロデンドロン

33 Ficus pancheriana フィクス・パンケリアナ

34 Psidium acutangulum プシディウム・アクタングルム

35 Psidium guineense (syn. Psidium araca ) プシディウム・ギネンセ Guinea guava

36 Planchonia careya プランコニア・カレヤ cocky apple

37 Pleiogynium timoriense プレイオギニウム・チモリエンセ burdekin plum

38 Prunus simonii べにすもも

39 Pourouma cecropiifolia ポウロウマ・セクロピーフォリア Amazon tree grape

40 Pometia pinnata (syn. Allophylus cobbe ) ポメティア・ピンナタ fijian longan

41 Maclura pomifera マクルラ・ポミフェラ

42
Melodorum leichhardtii (syn. Rauwenhoffia
leichhardtii )

メロドルム・ライヒハルティー zig-zag vine

43 Morinda citrifolia (syn. Morinda elliptica ) やえやまあおき

44 Nephelium lappaceum ランブータン rambutan

45 Euphoria longana  (syn. Dimocarpus longan ) りゆうがん longan



46 Musa (excluding immature banana) ばしよう属植物（成熟していないバナナ
の生果実を除く。）

「成熟したバナナ」から変更

47 Vitis ぶどう属植物 「ぶどう」から変更

削除 Musa 成熟したバナナ mature banana 「ばしよう属植物（成熟していないバナナ
の生果実を除く。）」に変更

削除 Vitis ぶどう 「ぶどう属植物」に変更

削除 Murraya exiotica ムラーヤ・エキゾチカ 「げつきつ」」として「かんきつ類」に含む。

変更
Hylocereus megalanthus (syn. Selenicereus
megalanthus )

イエローピタヤ yellow pitahaya 「ヒロセレウス・メガランサス」から変更



Bactrocera cucubitae （ウリミバエ） 別紙４－①
No. 学名 表記 英名 備考

1 Adenia hondala アデニア・ホンダラ hondala

2 Annona senegalensis アンノナ・セネガレンシス African custard-apple

3 Ficus erecta いぬびわ

4 Solanum nigrum いぬほおずき black nightshade

5 Ficus pumila おおいたび

6
Physalis philadelphica (syn. Physalis
ixocarpa )

おおぶどうほおずき Mexican husk tomato

7 Anacardium occidentale カシューナッツ cashew

8
Solanum capsicoides (syn. Solanum
aculeatissimum )

きんぎんなすび

9 Passiflora edulis くだものとけい passion fruit

10
Cyphomandra betacea (syn. Pionandra
betacea, Solanum betaceum, Solanum insigne )

こだちとまと tamarillo

11 Citrus sinensis スウィートオレンジ sweet orange

12 Strychnos spinosa ストリクノス・スピノサ

13 Solanum aethiopicum ソラヌム・アエティオピクム scarlet eggplant

14 Solanum anguivi ソラヌム・アングイビ African eggplant

15 Solanum sessiliflorum ソラヌム・セッシリフロルム

16 Solanum trilobatum ソラヌム・トリロバツム

17 Solanum macrocarpon ソラヌム・マクロカルポン

18 Solanum linnaeanum ソラヌム・リンナエアヌム

19 Solanum mauritianum だいおうなすび

20 Solanum pseudocapsicum たまさんご

21
Tetrastigma leucostaphylum (syn. Tetrastigma
lanceolarium )

テトラスティグマ・レウコスタフィルム

22
Ziziphus jujuba (syn. Ziziphus vulgaris,
Zizyphus sativa )

なつめ jujube

23 Psidium guajava ばんじろう guava

24 Terminalia catappa ももたまな Singapore almond

25
Solanum erianthum (syn. Solanum
verbascifolium )

やんばるなすび

変更 Hylocereus ヒロセレウス属植物（イエローピタヤを
除く。）

「ヒロセレウス属植物」から変更



Bactrocera cucubitae （ウリミバエ） 別紙４
No. 表記 備考

1 アデニア・ホンダラ

2 アンノナ・セネガレンシス

3 いぬびわ

4 いぬほおずき

5 おおいたび

6 おおぶどうほおずき

7 カシューナッツ

8 きんぎんなすび

9 くだものとけい

10 こだちとまと

11 ごれんし

12 スウィートオレンジ

13 ストリクノス・スピノサ

14 ソラヌム・アエティオピクム

15 ソラヌム・アングイビ

16 ソラヌム・セッシリフロルム

17 ソラヌム・トリロバツム

18 ソラヌム・マクロカルポン

19 ソラヌム・リンナエアヌム

20 だいおうなすび

21 たまさんご

22 テトラスティグマ・レウコスタフィルム

23 なつめ

24 ばんじろう

25 ふじまめ

26 ももたまな

27 やんばるなすび

変更
ヒロセレウス属植物（イエローピタヤを
除く。）

「ヒロセレウス属植物」から変更



Xylella fastidiosa 別紙５
No. 学名 表記 英名 備考

1 Campsis radicans あめりかのうぜんかずら

2 Eriochloa contracta あめりかのきび prairie cupgrass

3 Wisteria frutescens あめりかふじ

4
Dysphania ambrosioides (syn. Chenopodium
ambrosioides )

ありたそう

5
Fallopia japonica (syn. Polygonum reynoutria ,
Reynoutria japonica )

いたどり Japanese knotweed

6 Vicia ludoviciana ウィキア・ルドウィキアナ

7 Eleusine indica おひしば

8 Diospyros kaki かき persimmon

9 Broussonetia papyrifera かじのき

10
Calyptocarpus biaristatus  (syn. Blainvillea
biaristata )

カリプトカルプス・ビアリスタツス

11 Facelis retusa きぬげちちこぐさ

12 Calluna vulgaris ぎよりゆうもどき

13 Sida rhombifolia きんごじか

14 Croton setigerus  (syn. Eremocarpus setigerus ) クロトン・セティゲルス Turkey mullein

15 Chloris halophila クロリス・ハロフィラ

16 Coelorachis cylindrica コエロラキス・キリンドリカ

17 Strelitzia reginae ごくらくちようか

18
Ipomoea fistulosa (syn. Ipomoea camea subsp.
fistulosa )

こだちあさがお

19 Santolina chamaecyparissus サントリナ

20
Syzygium paniculatum  (syn. Eugenia
paniculata )

シジギウム・パニクラツム Australian brush cherry

21 Symphyotrichum divaricatum シンフィオトリクム・ディウァリカツム

22 Taraxacum officinale せいようたんぽぽ

23 Sophora secundiflora ソフォラ・セクンディフロラ

24 Axonopus compressus つるめひしば

25 Stewartia pseudocamellia なつつばき

26 Boerhavia diffusa なはかのこそう

27 Talinum paniculatum  (syn. Talinum patens ) はぜらん

28 Passiflora foetida パッシフロラ・フォエティダ

29 Hevea brasiliensis パラゴムノキ

30 Robinia pseudoacacia はりえんじゆ

31 Duranta erecta (syn. Duranta repens ) はりまつり

32 Hypochaeris brasiliensis ヒポカエリス・ブラシリエンシス

33 Phalaris angusta ファラリス・アングスタ

34 Frangula alnus (syn. Rhamnus frangula ) フラングラ・アルヌス

35 Phlomis fruticosa フロミス・フルティコサ

36 Heterotheca grandiflora ヘテロテカ・グランディフロラ telegraph weed

37 Leonurus sibiricus ほそばめはじき

38
Chenopodiastrum murale (syn. Chenopodium
murale )

みなとあかざ

39 Melicytus ramiflorus メリキツス・ラミフロルス

40 Merremia macrocalyx メレミア・マクロカリクス

41 Montiastrum lineare モンティアストルム・リネアレ

42 Fatsia japonica やつで Japanese-Aralia

43 Stachys arvensis やぶちよろぎ

44 Acacia あかしあ属植物

45 Solidago あきのきりんそう属植物

46 Anisantha アニサンサ属植物

47 Brassica あぶらな属植物

48 Arctostaphylos アルクトスタフィロス属植物

49 Persicaria いぬたで属植物



50 Ligustrum いぼたのき属植物

51 Vernonia ヴァーノニア属植物

52 Westringia ウエストリンギア属植物

53 Medicago うまごやし属植物

54 Rhus うるし属植物

55 Urochloa ウロクロア属植物

56 Euryops エウリオプス属植物

57 Cytisus えにしだ属植物

58 Eriogonum エリオゴヌム属植物

59 Osteospermum オステオスペルムム属植物

60 Xanthium おなもみ属植物

61 Olea オリーブ属植物

62 Cassia カッシア属植物

63 Chamaesyce カマエシケ属植物

64 Cyperus かやつりぐさ属植物

65 Calicotome カリコトメ属植物

66 Heliotropium きだちるりそう属植物

67 Panicum きび属植物

68 Cynodon ぎようぎしば属植物

69 Juglans くるみ属植物

70 Morus くわ属植物

71 Cistus ごじあおい属植物

72 Conyza コニザ属植物

73 Coprosma コプロスマ属植物

74 Corokia コロキア属植物

75 Coronopus コロノプス属植物

76 Sassafras サッサフラス属植物

77 Salvia サルウィア属植物

78 Lagerstroemia さるすべり属植物

79 Melilotus しながわはぎ属植物

80 Trifolium しやじくそう属植物

81 Carex すげ属植物

82 Platanus すずかけのき属植物

83 Bromus すずめのちやひき属植物

84 Paspalum すずめのひえ属植物

85 Spartium スパルティウム属植物

86 Convolvulus せいようひるがお属植物

87 Senecio セネキオ属植物

88 Senna センナ属植物

89 Parthenocissus つた属植物

90 Commelina つゆくさ属植物

91 Dimorphotheca ディモルフォテカ属植物

92 Euphorbia とうだいぐさ属植物

93 Lolium どくむぎ属植物

94 Aesculus とちのき属植物

95 Pittosporum とべら属植物

96 Solanum なす属植物

97 Phoenix なつめやし属植物

98 Brachiaria にくきび属植物

99 Catharanthus にちにちそう属植物

100 Sonchus のげし属植物

101 Ampelopsis のぶどう属植物



102 Richardia はしかぐさもどき属植物

103 Cercis はなずおう属植物

104 Atriplex はまあかざ属植物

105 Rosa ばら属植物

106 Ulex はりえにしだ属植物

107 Chionanthus ひとつばたご属植物

108 Helianthus ひまわり属植物

109 Polygala ひめはぎ属植物

110 Amaranthus ひゆ属植物

111 Phormium フォルミウム属植物

112 Ambrosia ぶたくさ属植物

113 Hibiscus ふよう属植物

114 Brachyglottis ブラキグロッティス属植物

115 Carya ペカン属植物

116 Helichrysum ヘリクリスム属植物

117 Lepidium まめぐんばいなずな属植物

118 Myoporum ミオポルム属植物

119 Polygonum みちやなぎ属植物

120 Erigeron むかしよもぎ属植物

121 Megathyrsus メガシルスス属植物

122 Digitaria めひしば属植物

123 Ilex もちのき属植物

124 Eucalyptus ユーカリノキ属植物

125 Artemisia よもぎ属植物

126 Lupinus ルピヌス属植物

削除 Aesculus  × hybrida アエスクルス・ヒブリダ 「とちのき属植物」へ変更

削除 Amaranthus retroflexus あおげいとう 「ひゆ属植物」へ変更

削除 Acacia saligna アカシア・サリグナ 「あかしあ属植物」へ変更

削除 Platanus occidentalis あめりかすずかけのき 「すずかけのき属植物」へ変更

削除 Cercis canadensis あめりかはなずおう 「はなずおう属植物」へ変更

削除 Artemisia arborescens アルテミシア・アルボレスケンス 「よもぎ属植物」へ変更

削除 Artemisia douglasiana アルテミシア・ダグラシアナ 「よもぎ属植物」へ変更

削除 Medicago sativa アルファルファ 「うまごやし属植物」へ変更

削除 Erigeron bonariensis あれちのぎく 「むかしよもぎ属植物」へ変更

削除 Ambrosia trifida アンブロシア・トリフィダ 「ぶたくさ属植物」へ変更

削除 Ambrosia psilostachya アンブロシア・プシロスタキア 「ぶたくさ属植物」へ変更

削除 Ampelopsis arborea アンペロプシス・アルボレア 「のぶどう属植物」へ変更

削除 Ampelopsis cordata アンペロプシス・コルダタ 「のぶどう属植物」へ変更

削除 Westringia glabra ウエストリンギア・グラブラ 「ウエストリンギア属植物」へ変更

削除 Westringia fruticosa ウエストリンギア・フルティコサ 「ウエストリンギア属植物」へ変更

削除
Medicago polymorpha  (syn. Medicago hispida ,
Medicago denticulata )

うまごやし 「うまごやし属植物」へ変更

削除 Ulex minor ウレクス・ミノル 「はりえにしだ属植物」へ変更

削除 Eucalyptus camaldulensis エウカリプツス・カマルドゥレンシス 「ユーカリノキ属植物」へ変更

削除 Eucalyptus globulus エウカリプツス・グロブルス 「ユーカリノキ属植物」へ変更

削除 Euryops chrysanthemoides エウリオプス・クリサンテモイデス 「エウリオプス属植物」へ変更

削除 Euryops pectinatus エウリオプス・ペクティナツス 「エウリオプス属植物」へ変更

削除 Cytisus scoparius えにしだ 「えにしだ属植物」へ変更

削除 Erigeron sumatrensis おおあれちのぎく 「むかしよもぎ属植物」へ変更

削除 Olea europaea オリーブ 「オリーブ属植物」へ変更

削除 Calicotome spinosa カリコトメ・スピノサ 「カリコトメ属植物」へ変更

削除 Calicotome villosa カリコトメ・ビルロサ 「カリコトメ属植物」へ変更

削除 Platanus racemosa かりふおるにあすずかけのき 「すずかけのき属植物」へ変更



削除 Cistus albidus キスツス・アルビドゥス 「ごじあおい属植物」へ変更

削除 Cistus creticus  (syn. Cistus incanus ) キスツス・クレティクス 「ごじあおい属植物」へ変更

削除 Cistus salviifolius キスツス・サルウィーフォリウス 「ごじあおい属植物」へ変更

削除 Cistus monspeliensis キスツス・モンスペリエンシス 「ごじあおい属植物」へ変更

削除 Cytisus villosus キティスス・ビルロスス 「えにしだ属植物」へ変更

削除 Cynodon dactylon ぎようぎしば 「ぎようぎしば属植物」へ変更

削除 Xanthium strumarium クサンティウム・ストルマリウム 「おなもみ属植物」へ変更

削除 Xanthium spinosum クサンティウム・スピノスム 「おなもみ属植物」へ変更

削除 Pittosporum tenuifolium くろばとべら 「とべら属植物」へ変更

削除 Morus nigra くろみぐわ 「くわ属植物」へ変更

削除 Cercis occidentalis ケルキス・オッキデンタリス 「はなずおう属植物」へ変更

削除 Cassia tora  (syn. Senna tora ) こえびすぐさ
「センナ属植物」及び「カッシア属植物」へ
変更

削除 Coprosma repens  (syn. Coprosma baueri ) コプロスマ・レペンス 「コプロスマ属植物」へ変更

削除 Coprosma robusta コプロスマ・ロブスタ 「コプロスマ属植物」へ変更

削除 Corokia cotoneaster コロキア・コトネアステル 「コロキア属植物」へ変更

削除 Corokia macrocarpa コロキア・マクロカルパ 「コロキア属植物」へ変更

削除 Lepidium didymum (syn. Coronopus didymus ) コロノプス・ディディムス
「まめぐんばいなずな属植物」及び「コロノ
プス属植物」へ変更

削除 Convolvulus cneorum コンウォルウルス・クネオルム 「せいようひるがお属植物」へ変更

削除 Salvia apiana サルウィア・アピアナ 「サルウィア属植物」へ変更

削除 Salvia mellifera サルウィア・メッリフェラ 「サルウィア属植物」へ変更

削除 Lagerstroemia indica さるすべり 「さるすべり属植物」に変更

削除 Paspalum dilatatum しますずめのひえ 「すずめのひえ属植物」へ変更

削除 Trifolium repens しろつめくさ 「しやじくそう属植物」へ変更

削除 Phoenix roebelenii しんのうやし 「なつめやし属植物」へ変更

削除 Cercis siliquastrum せいようずおう 「はなずおう属植物」へ変更

削除 Convolvulus arvensis せいようひるがお 「せいようひるがお属植物」へ変更

削除 Phoenix reclinata せねがるやし 「なつめやし属植物」へ変更

削除 Solanum elaeagnifolium ソラヌム・エラエアグニフォリウム 「なす属植物」に変更

削除 Solidago virgaurea ソリダゴ・ウィルガウレア 「あきのきりんそう属植物」へ変更

削除 Solidago fistulosa ソリダゴ・フィスツローサ 「あきのきりんそう属植物」へ変更

削除 Digitaria insularis ディギタリア・インスラリス 「めひしば属植物」へ変更

削除 Digitaria sanguinalis ディギタリア・サングイナリス 「めひしば属植物」へ変更

削除 Digitaria horizontalis ディギタリア・ホリゾンタリス 「めひしば属植物」へ変更

削除
Osteospermum fruticosum (syn. Dimorphotheca
fruticosa )

ディモルフォテカ・フルティコサ
「オステオスペルムム属植物」及び「ディ
モルフォテカ属植物」へ変更

削除 Solanum americanum てりみのいぬほおずき 「なす属植物」に変更

削除 Morus alba とうぐわ 「くわ属植物」へ変更

削除 Ligustrum lucidum とうねずみもち 「いぼたのき属植物」へ変更

削除 Acacia longifolia ながばあかしあ 「あかしあ属植物」へ変更

削除 Catharanthus roseus (syn. Vinca rosea ) にちにちそう 「にちにちそう属植物」へ変更

削除 Phormium tenax ニューサイラン 「フォルミウム属植物」へ変更

削除 Sonchus oleraceus のげし 「のげし属植物」へ変更

削除
Ampelopsis glandulosa  var. heterophylla  (syn.
Ampelopsis brevipedunculata )

のぶどう 「のぶどう属植物」へ変更

削除 Senecio vulgaris のぼろぎく 「セネキオ属植物」へ変更

削除 Parthenocissus quinquefolia バージニアづた 「つた属植物」へ変更

削除 Ulex europaeus はりえにしだ 「はりえにしだ属植物」へ変更

削除 Bromus diandrus (syn. Anisantha diandra ) ひげながすずめのちやひき
「すずめのちやひき属植物」及び「アニサ
ンサ属植物」へ変更

削除 Pittosporum umbellatum ピットスポルム・ウンベラツム 「とべら属植物」へ変更

削除 Pittosporum eugenioides ピットスポルム・エウゲニオイデス 「とべら属植物」へ変更

削除 Pittosporum crassifolium ピットスポルム・クラッシフォリウム 「とべら属植物」へ変更

削除 Chionanthus retusus ひとつばたご 「ひとつばたご属植物」へ変更

削除 Helianthus annuus ひまわり 「ひまわり属植物」へ変更



削除 Erigeron canadensis (syn. Conyza canadensis ) ひめむかしよもぎ
「むかしよもぎ属植物」及び「コニザ属植
物」へ変更

削除 Hibiscus schizopetalus ふうりんぶつそうげ 「ふよう属植物」へ変更

削除
Phormium cookianum (syn. Phormium
colensoi )

フォルミウム・クッキアヌム 「フォルミウム属植物」へ変更

削除 Acacia dealbata ふさあかしあ 「あかしあ属植物」へ変更

削除 Ambrosia artemisiifolia ぶたくさ 「ぶたくさ属植物」へ変更

削除 Brassica nigra ブラシカ・ニグラ 「あぶらな属植物」へ変更

削除 Carya illinoinensis (syn. Carya pecan ) ペカン 「ペカン属植物」へ変更

削除 Helichrysum italicum ヘリクリスム・イタリクム 「ヘリクリスム属植物」へ変更

削除 Helichrysum stoechas ヘリクリスム・ストエカス 「ヘリクリスム属植物」へ変更

削除 Juglans regia ぺるしやぐるみ 「くるみ属植物」へ変更

削除 Lolium perenne ほそむぎ 「どくむぎ属植物」へ変更

削除 Polygala myrtifolia ポリガラ・ミルティフォリア 「ひめはぎ属植物」へ変更

削除 Polygonum arenastrum ポリゴヌム・アレナスツルム 「みちやなぎ属植物」へ変更

削除
Polygonum persicaria  (syn. Persicaria
maculosa )

ポリゴヌム・ペルシカリア
「いぬたで属植物」及び「みちやなぎ属植
物」へ変更

削除
Polygonum lapathifolium  (syn. Persicaria
lapathifolia )

ポリゴヌム・ラパシフォリウム
「いぬたで属植物」及び「みちやなぎ属植
物」へ変更

削除 Commelina benghalensis まるばつゆくさ 「つゆくさ属植物」へ変更

削除 Myoporum insulare ミオポルム・インスラレ 「ミオポルム属植物」へ変更

削除 Myoporum laetum ミオポルム・ラエツム 「ミオポルム属植物」へ変更

削除 Hibiscus syriacus むくげ 「ふよう属植物」へ変更

削除 Cyperus eragrostis めりけんがやつり 「かやつりぐさ属植物」へ変更

削除 Ilex vomitoria ヤポンノキ 「もちのき属植物」へ変更

削除 Juglans californica ユグランス・カリフォルニカ 「くるみ属植物」へ変更

削除
Euphorbia chamaesyce  (syn. Chamaesyce
canescens )

ユーフォルビア・カマエシセ
「とうだいぐさ属植物」及び「カマエシケ属
植物」へ変更

削除 Euphorbia terracina ユーフォルビア・テラキナ 「とうだいぐさ属植物」へ変更

削除 Euphorbia hirta  (syn. Chamaesyce hirta ) ユーフォルビア・ヒルタ
「とうだいぐさ属植物」及び「カマエシケ属
植物」へ変更

削除 Heliotropium europaeum ようしゆきだちるりそう 「きだちるりそう属植物」へ変更

削除 Richardia brasiliensis リカルディア・ブラジリエンシス 「はしかぐさもどき属植物」へ変

削除 Rhus diversiloba ルス・ディベルシロバ 「うるし属植物」へ変更

削除 Lupinus aridorum ルピヌス・アリドルム 「ルピヌス属植物」へ変更

削除 Lupinus villosus ルピヌス・ウィロスス 「ルピヌス属植物」へ変更

削除 Spartium junceum レダマ 「スパルティウム属植物」へ変更

削除 Morus rubra レッドマルベリー 「くわ属植物」へ変更

削除 Rosa canina ロサ・カニナ 「ばら属植物」へ変更

削除 Rosa californica ロサ・カリフォルニカ 「ばら属植物」へ変更

削除 Rosa floribunda ロサ・フロリブンダ 「ばら属植物」へ変更

変更
Alternanthera tenella  (syn. Alternanthera
ficoidea)

アルテルナンテラ・テネラ
規定済み。

変更 Echinochloa crus-galli いぬびえ
規定済み。エキノクロア・クルスガルリか
ら変更

変更
Escallonia montevidensis  (syn. Escallonia
bifida)

エスカロニア・モンテビデンシス
規定済み。

変更 Tillandsia usneoides さるおがせもどき
規定済み。ティランジア・ウスネオイデス
から変更




