
植物防疫所からのお知らせ 
令和４年３月 

植物防疫法施行規則の改正について 

 

国内外での有害動植物の発生情報等に基づき、有害動植物のリスクアナリシスを実施した

結果などにより、植物防疫法施行規則が改正されることとなりました。主な改正点は、①検

疫有害動植物（別表 1）、②輸出国での栽培地検査の対象である地域及び植物（別表 1-2）、

③輸入禁止の対象である地域及び植物（別表 2）、④輸出国での特別な検疫措置の対象であ

る地域及び植物（別表 2-2）の見直しです。 

改正内容の詳細は、植物防疫所ホームページをご覧ください。また、地域及び植物ごとの

輸入条件は、輸入条件データベースで調べることができます。 

植物防疫所ホームページ 

 （http://www.maff.go.jp/pps/j/information/seido_minaosi/8ji_kaisei.html） 

輸入条件データベース（http://www.pps.go.jp/eximlist/Pages/exp/condition.xhtml）（改正準備中） 

 

改正内容 

  

①検疫有害動植物（別表 1）の改正  

区分 検疫有害動植物の見直し 

第 1 有害植物 

(1) 真菌及び粘菌 

 （学名の変更）Bretziella fagacearum（ナラ類しおれ病菌 Ceratocystis fagacearum から

Bretziella fagacearum に） 

(3) ウイルス（ウイロイドを含む。） 

 （追加）Grepevine red blotch virus 

 

②輸出国における栽培地検査が必要な地域及び植物（別表 1 の 2）の改正 

項 検疫有害動植物、対象地域及び植物の見直し 

2 Tuta absoluta（トマトキバガ） 

（地域の追加）台湾、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、アルメニア、カ

ザフスタン、スロバキア、トルクメニスタン、モルドバ 

（植物：変更なし） 

５ Meloidogyne fallax（ニセコロンビアネコブセンチュウ） 

（地域の追加）英国 

（植物の追加）リーキ 



7 Radopholus similis（バナナネモグリセンチュウ） 

（地域の表記変更）マルチニーク島からマルティニークに変更 

（植物の追加）ほうらいしょう属植物 

8 Meloidogyne enterolobii 
（地域：変更なし） 

（植物の追加）しょうじょうぼく 

12 Phytophthora ramorum 
（地域の見直し）スウェーデンを削除 

（植物の追加）ひめつるにちにちそう 
1４ Bretziella fagacearum（ナラ類しおれ病菌） 

（学名の変更）Ceratocystis fagacearum から Bretziella fagacearum に 

２０ Pantoea stewartii subsp. stewartii（トウモロコシ萎ちょう細菌病菌） 

削除（別表 1-2 から別表 2-2 へ移動） 

2３ Broad bean true mosaic virus（ソラマメトゥルーモザイクウイルス） 

削除（別表 1-2 から別表 2-2 へ移動） 

24 Plum pox virus（ウメ輪紋ウイルス） 

（地域の追加）ウズベキスタン 

（植物の追加）しなのき属植物、しもつけ属植物 

 

③輸入禁止となる地域及び植物（別表 2）の改正 

項 検疫有害動植物、対象地域及び植物の見直し 

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

（地域の追加）オマーン、マラウイ、モーリシャス 

（地域の表記変更）マヨット島からマイヨットに変更 

（植物：変更なし） 

６ Cylas formicarius（アリモドキゾウムシ） 

（地域の追加）チャゴス諸島、オーストラリア領クリスマス島、ココス諸島 

（植物の見直し）キャッサバの生塊根等の地下部を削除 

７ Euscepes postfasciatus（イモゾウムシ） 

（地域の追加）ノーフォーク諸島 

（植物：変更なし） 

１１ Globodera pallida（ジャガイモシロシストセンチュウ） 

（地域の追加）モロッコ 

（植物：変更なし） 

1６ Erwinia amylovora（火傷病菌） 

（地域の追加）ポルトガル 

（植物：変更なし） 



1７ Candidatus Liberibacter africanus（カンキツグリーニング病菌アフリカ型） 

Candidatus Liberibacter americanus（カンキツグリーニング病菌アメリカ型） 

Candidatus Liberibacter asiaticus（カンキツグリーニング病菌アジア型）   

（地域の追加）エルサルバドル、グアドループ、トリニダード・トバゴ、パナマ、パラ

グアイ、ホンジュラス、マルティニーク 

（植物：変更なし） 

 

④輸出国での特別な検疫措置の対象とする地域及び植物（別表 2 の 2）の改正 

項 検疫有害動植物、対象地域及び植物の見直し 

1 Anastrepha fraterculus（ミナミアメリカミバエ） 

（地域：変更なし） 

（植物の追加）パパイヤ（付表第５を追加） 

（植物の表記変更）せいようすももからすももに変更 

（植物の見直し）ぶどう属植物（ぶどうから変更・付表第１もぶどうからぶどう属植物

に変更）、りんご属植物（りんごから変更） 

５ Anastrepha suspensa（カリブミバエ） 

（地域：変更なし） 

（植物の見直し）なし属植物（なしから変更） 

６ Bactericera cockerelli 

（地域：変更なし） 

（植物の追加）おおせんなり、しろばなようしゅちょうせんあさがお 

８ Bactericera trigonica 

（地域の追加）セルビア 

（植物：変更なし） 

１１ Naupactus leucoloma（シロヘリクチブトゾウムシ） 

（地域の追加）ポルトガル 

（植物の追加）たまねぎ 

１５ Trioza apicalis 

（地域：変更なし） 

（植物の追加）ヘラクレウム・スフォンディリウム 

17 Phytophthora ramorum 
（地域の見直し）スウェーデンを削除 

（植物の追加）ひめつるにちにちそう 

20 Candidatus Liberibacter solanacearum 
（地域の追加）英国、オーストリア、セルビア 

（植物の追加）ウルチカ・ディオイカ、エゴポディウム・ポダグラリア、おおいぬたで、

しゃく、しろざ、ソラヌム・ウンベリフェルム、ファロピア・コンウォルウルス、ヘラ

クレウム・スフォンディリウム、やえむぐら属植物 



2４ Potato spindle tuber viroid（ジャガイモやせいもウイロイド） 
（地域の追加）パキスタン、カザフスタン、ウガンダ、ケニア 

（植物の追加）こだちとまと、ソラヌム・アングイビ、ソラヌム・コアグランス、ソラ

ヌム・ダシフィルム、パラゴムノキ、ストレプトグロッサ属植物 

（植物の見直し）ダツラ属植物（ダツラ・レイクハルティーから変更） 

25 Pepino mosaic virus 
（地域の追加）ニュージーランド 

（植物の追加）リコペルシコン・クメリエレウスキー、リコペルシコン・パルウィフロ

ルム 

３７ Tomato leaf curl New Delhi virus 
（地域の追加）カナリア諸島 

（植物の追加）クロッサンドラ・インフンディブリフォルミス、しまかんぎく、せいよ

うかぼちゃ、フィサリス・ミニマ、ベニンカサ・フィスツロサ 

４１ Tomato mottle mosaic virus 
（地域：変更なし） 

（植物の追加）えんどう 

 

新たに追加された検疫有害動植物 

 輸出国の政府機関により発行された検査証明書又はその写しに、遺伝子診断などの適切と認

められる方法による検査や作業計画に基づく検疫措置が行われ、かつ、対象となる検疫有害動

植物に侵されていないことが特記されている必要があります。 

４２ Bretziella fagacearum（ナラ類しおれ病菌） 
【新規】 

（地域）アメリカ合衆国 

（植物）くり属植物及びこなら属植物の葉、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って、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 

 

4３ Pantoea stewartii subsp. stewartii（トウモロコシ萎ちよう細菌病菌） 
【別表１－２から移動】 

（地域）中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ウクライナ、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 

（植物）テオシント及びとうもろこしの種子であって栽培の用に供するもの並びにテオ

シント、とうもろこし及びさとうきび属植物の生植物（種子及び果実を除く。）であ

って栽培の用に供し得るもの 

 



4４ Broad bean true mosaic virus（ソラマメトゥルーモザイクウイルス） 
【別表１－２から移動】 

（地域）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 

（植物）そらまめの種子であって栽培の用に供するもの並びにえんどう及びそらまめの

生植物（種子及び果実を除く。）であって栽培の用に供するもの 

 上記②④の見直しにより、これまで輸出国で特別な検疫措置を行う必要がなかった植物に

ついて検疫措置が必要となったり、これまで輸出国でも特別な検疫措置を行う必要があり、

これに追加して別の検疫有害動植物に対する検疫措置が必要となったりする場合がありま

すので、ご注意ください。 

（追記例） 

基本的なパターン 

Fulfills item （項番） of the Annexed Table （施行規則別表の番号） of the Ordinance for Enforcement of 

the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

Pantoea stewartii subsp. stewartii（トウモロコシ萎ちよう細菌病菌）の例 

Fulfills item 43 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for Enforcement of the Plant Protection Act 

(MAF Ordinance No73/1950) 

 

Xylella fastidiosa に加え、Phytophthora ramorum に対する検疫措置が必要となった例 

Fulfills item 12 of the Annexed Table 1-2 and item 23 of the Annexed Table 2-2 of the Ordinance for 

Enforcement of the Plant Protection Act (MAF Ordinance No73/1950) 

 

施行日（適用開始日）について 

新たな規則については公布日（官報掲載日）の翌日午前０時以降に我が国に輸入（輸送さ

れてきた船または航空機から卸下）されたものから適用されます。施行日前後の対応は以下

のとおりです。 

 

前 施行日 後 対応 

申 請→ 卸 下→ 検 査 

申 請→ 卸 下→ 

卸 下→ 申 請→ 

申 請→ 

卸 下→ 

 

検 査 

検 査 

卸 下 

申 請 

 

 

 

→ 検 査 

→ 検 査 

現行措置 

現行措置 

現行措置 

新たな規則適用 

現行措置 

 


