
別表２（第３関係）

検 査 対 象 地 域 、 対 象 植 物 及 び 措 置

特定重要病害虫名 検 査 対 象 地 域 検 査 対 象 植 物 措 置
（学 名）

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Apiosporinamorbosa
vonArx ばら科：さくら( )属 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後のPrunus

隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。
隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本菌が発見された同一病
徴株は廃棄とする。

アジア：インドネシア、台湾、中華人民共和国、東 ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Guignardiacitricarpa
Kiely ティモール、フィリピン、ブータン、香港 みかん科：みかん（ ）属 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後のCitrus

アフリカ：ケニア、ザンビア、ジンバブエ、南アフ 隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。
リカ共和国、モザンビーク 隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本菌が発見された同一病
大洋州：オーストラリア、ニュージーランド、バヌ 徴株は廃棄とする。
アツ

北アメリカ：コスタリカ、メキシコ ・生植物及びその部分（塊茎を含まない） 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Pucciniapittieriana
P.Hennings 南アメリカ：アルゼンチン、エクアドル、コロンビ なす科：トマト( )、なす 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。Lycopersiconesculentum

ア、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペル ( )属Solanum
ー、ボリビア

アジア：イエメン、イスラエル、イラク、キプロ ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Deuterophoma
Petri ス、シリア、トルコ、レバノン かんきつ類 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後のtracheiphila

ヨーロッパ：イタリア、ギリシャ、フランス、旧ソ 隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。
ビエト連邦 隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本菌が発見された同一病
アフリカ：アルジェリア、チュニジア 徴株は廃棄とする。

アジア：インド、インドネシア、スリランカ、パキ ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Sphaeropsis
Hedges スタン、東ティモール うるし科：Brazilianpeppertree（ 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後のtumefaciens Schinus

アフリカ：エジプト、カメルーン、スーダン、モロ ) 隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。terebinthifolius
ッコ きょうちくとう科：おおばなカリッサ( 隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本菌が発見された同一病Carissa
北アメリカ：アメリカ合衆国、キューバ、ジャマイ )、きょうちくとう( 徴株は廃棄とする。grandiflora Nerium
カ、トリニダード・トバコ、プエルトリコ )indicum

Callistemon南アメリカ：ガイアナ、ベネズエラ、ペルー ふともも科：Bottle-brushtree(
大洋州：ハワイ諸島 )viminalis

みかん科：からたち( )属、Poncirus
きんかん( )属、みかん( )属Fortunella Citrus

Ilexもちのき科：せいようひいらぎ (
）aquifolium

ヨーロッパ：イタリア、英国（グレート・ブリテン ・生植物及びその部分並びに球根類 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Drechslerairidis
(Oud.)M.B.Ellis 及び北アイルランドに限る。以下この表において あやめ科：アイリス( )属、モントブレチア 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後のIris

同じ。）、オランダ、デンマーク、フランス、ル ( )属、トリトーニア( )属 隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。Montbretia Tritonia
ーマニア ゆり科：ラケナーリア( )属 隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本菌が発見された同一病Lachenalia
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ りゅうぜつらん科：あつばちとせらん 徴株は廃棄とする。
大洋州：ニュージーランド ( )Sansevieriatrifasciata

北アメリカ：アメリカ合衆国 ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Ceratocystis
(Bretz) ぶな科：こなら( )属 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。fagacearum Quercus

Hunt

アジア：イラン、インド、トルコ、パキスタン ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Ophiostomaulmi
(Buisman)Nann. ヨーロッパ：アイスランド、イタリア、英国、オー にれ科：けやき( )、 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。Zelkovaserrata

ストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェ にれ( )属Ulmus
ーデン、スペイン、スロバキア、チェコ共和国、



ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブ
ルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、
ルーマニア、旧ソビエト連邦、旧ユーゴスラビア
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ

アジア：イスラエル、インド、キプロス、トルコ、 ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された荷口のうち同一産地、同一Eutypalata
(Pers.:Fr.)Tul.& パキスタン くるみ科：ペルシャぐるみ( ) 種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後のJuglansregia
C.Tul. ヨーロッパ：イタリア、ウクライナ、英国、オース くろうめもどき科：ソリチャ( )属 隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。Ceanothus

トリア、ギリシャ、スイス、スペイン、ドイツ、 ばら科：あんず( )、 隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本菌が発見された同一病Prunusarmeniaca
ハンガリー、フランス、ブルガリア、ポルトガ アーモンド( )、 徴株は廃棄とする。P.amygdalus
ル、ルーマニア、旧チェコスロバキア せいようなし( )、Pyruscommunis
アフリカ：南アフリカ共和国、リビア にほんすもも( )、P.salicina
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ ヨーロッパすもも( )、P.domestica
南アメリカ：ブラジル りんご ( )属Malus
大洋州：オーストラリア、ニュージーランド ぶどう科：ぶどう( )属Vitis

pv. アジア：インド、インドネシア、カンボジア、タ ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本菌が発見された種子においてはロットにつXanthomonasoryzae
(Fang イ、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バ いね科： 、いね( )属 いて、その他においては荷口について廃棄とする。oryzicola et Zizaniaaquatica Oryza

1957)Swings ングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ベト ・種子 なお、農林水産大臣の輸入許可を得て輸入された場合は、輸入港におけal. et
1990 ナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス いね科：いね（ ）属 る検査結果について、検査記録を添付して担当植物防疫（事務）所へ移管al. Oryza

アフリカ：セネガル、ナイジェリア、マダガスカル する。栽培中の検査で本菌が発見された植物は廃棄とする。
大洋州：オーストラリア

アジア：アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエ ・生植物及びその部分 輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付Spiroplasmacitri
Saglio 1973 ル、イラク、イラン、オマーン、キプロス、サウ みかん科：からたち(Poncirus)属、 して、隔離ほ場に移管する。etal.

ジアラビア、シリア、トルコ、パキスタン、ヨル きんかん(Fortunella)属、みかん(Citrus)属 隔離ほ場における検査で、本菌が発見された株は廃棄とする。
ダン、レバノン
ヨーロッパ：イタリア、ギリシャ、スペイン、フラ
ンス
北アメリカ：アメリカ合衆国、メキシコ
南アメリカ：アルゼンチン、スリナム、ブラジル、
ベネズエラ、ペルー
アフリカ：アルジェリア、エジプト、スーダン、ソ
マリア、チュニジア、モロッコ、リビア
大洋州：ニュージーランド

アジア：イエメン、インド、インドネシア、カンボ ・生植物及びその部分 輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付Candidatus
Liberibacter ジア、サウジアラビア、スリランカ、タイ、台 みかん科：からたち( )属、 して、隔離ほ場に移管する。Poncirus
africanus 湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バ きんかん( )属、みかん( )属 隔離ほ場における検査で、本菌が発見された株は廃棄とする。Fortunella Citrus

ングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ベトCandidatus
Liberibacter ナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス
asiaticus アフリカ：エチオピア、カメルーン、ケニア、コモ

ロ、ジンバブエ、スワジランド、ソマリア、タンCandidatus
Liberibacter ザニア、中央アフリカ、ブルンジ、マダガスカ
americanus ル、マラウイ、南アフリカ共和国、モーリシャ

ス、ルワンダ、レユニオン

アジア：台湾 ・生植物及びその部分 輸入港における検査で本菌が発見された場合、当該荷口のうち同一産地Xylellafastidiosa
Wells 1987 北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、コスタリ かえで科：かえで( )属 で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査終了後の隔etal. Acer

カ、メキシコ すずかけのき科：アメリカすずかけ( 離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場に移管する。Platanus
南アメリカ：アルゼンチン、パラグアイ、ブラジ ) 隔離ほ場における検査では、本菌が発見された株は廃棄とする。occidentalis
ル、ベネズエラ にれ科：アメリカにれ( ）Ulmusamericana

ばら科：きいちご( )属、さくら( )Rubus Prunus
属、なし( )属Pyrus
ぶどう科：ぶどう( )属Vitis
ぶな科：こなら( )属Quercus
みかん科：からたち( )属、Poncirus
きんかん( )属、みかん( )属Fortunella Citrus

アジア：インド、キプロス、シリア、トルコ ・生植物及びその部分 輸入港における検査では、本ウイルスが発見された荷口のうち同一産地Plumpoxvirus



ヨーロッパ：アルバニア、イタリア、ウクライナ、 ばら科：アーモンド( )、 の同一品種は全量廃棄とする。P.amygdalus
英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロ あんず( )、うめ( )、 輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付P.armeniaca P.mume
アチア、スペイン、スロバキア、スロベニア、チ すみのみざくら( )、 して隔離ほ場に移管する。P.cerasus
ェコ共和国、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、 せいようみざくら( )、にほんすもも 隔離ほ場における検査では、本ウイルスが発見された荷口のうち同一産P.avium
フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビ ( )、にわざくら( )、 地の同一品種は全量廃棄とする。P.salicina P.glandulosa
ナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、リトア ミロバランすもも( )、P.cerasifera
ニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、旧 もも( )、ヨーロッパすももP.percica

P.domestica P.insitita P. spinosaユーゴスラビア ( )、 、
アフリカ：エジプト
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、サン・マル
タン島
南アメリカ：チリ
大洋州：カロリン諸島

アジア：インドネシア、東ティモール ・生植物及びその部分（塊根を含む） 輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付Sweetpotatomild
アフリカ：ウガンダ、ケニア、タンザニア、ブルン ひるがお科：さつまいも( ) して、隔離ほ場に移管する。mottlevirus Ipomoeabatatas
ジ 隔離ほ場における検査では、本ウイルスが発見された株は廃棄とする。
南アメリカ：アルゼンチン、ペルー
大洋州：ソロモン諸島、トンガ、西サモア、パプア
ニューギニア

アジア：インドネシア、タイ、東ティモール、マレ ・生茎葉及び地下部 輸入港における検査では、本ウイルスが発見された荷口のうち同一産Fijidiseasevirus
ーシア、フィリピン いね科：さとうきび( ) 地、同一種で同一品種であるものは全量廃棄とする。輸入港における検査Saccharumofficinarum
アフリカ：マダガスカル 終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付して隔離ほ場又は隔離
大洋州：オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、 栽培の検査を担当する植物防疫所に移管する。この場合、もし病徴を有す
トンガ、西サモア、ニュー・カレドニア、ニュー るがウイルス粒子が発見されない場合は、当該サトウキビにその旨を明示
ブリテン島、バヌアツ、パプアニューギニア、フ する。
ィジー 隔離ほ場における検査では、前記同一品種中の本ウイルスが発見された

同一病徴株は廃棄とする。

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ ・生植物及びその部分（塊茎を含む） 輸入港における検査で本ウイルスが発見された場合、当該荷口のうち同Potatoyellowdwarf
なす科：ばれいしょ( ) 一産地で同一品種のものは全量廃棄とする。virus Solanumtuberosum

輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付
して、隔離ほ場に移管する。この場合、当該塊茎にその旨を明示する。
隔離ほ場における検査では、本ウイルスが発見された株は廃棄する。

Citruscachexia アジア：イエメン、イスラエル、インド、キプロ ・生植物及びその部分 輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添付
viroid ス、サウジアラビア、シリア、トルコ、パキスタ みかん科：からたち( )属、 して隔離ほ場に移管する。Poncirus

ン、フィリピン、ヨルダン、リビア、レバノン きんかん( )属、みかん( )属 隔離ほ場における検査では、本病が発見された株は廃棄とする。Fortunella Citrus
ヨーロッパ：イタリア、ギリシャ、スペイン、フラ
ンス、ポルトガル、旧ユーゴスラビア
アフリカ：アルジェリア、エジプト、エチオピア、
ガーナ、ケニア、チュニジア、南アフリカ共和
国、モロッコ
北アメリカ：アメリカ合衆国、キューバ、グアテマ
ラ、コスタリカ、トリニダード・トバコ、メキシ
コ
南アメリカ：アルゼンチン、エクアドル、ガイア
ナ、コロンビア、スリナム、ブラジル、ベネズエ
ラ
大洋州：オーストラリア、パプアニューギニア、ポ
リネシア

アジア：アフガニスタン、インド、中華人民共和 ・生植物及びその部分（塊茎を含む） 輸入港における検査で本ウイロイドが発見された場合、当該荷口のうちPotatospindletuber
国、パキスタン なす科：トマト( )、 同一産地で同一品種（種子にあっては同一ロット）のものは全量廃棄とすviroid Lycopersiconesculentum
ヨーロッパ：ウクライナ、ベラルーシ、ポーラン ばれいしょ( ) る。輸入港における検査終了後の隔離栽培対象植物は、その検査記録を添Solanumtuberosum
ド、ロシア ・種子 付して隔離ほ場に移管する。また、病徴が確認された場合は、当該植物に
アフリカ：エジプト、ナイジェリア なす科：ばれいしょ( ) その旨を明示する。Solanumtuberosum
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ 隔離ほ場における検査では、本ウイロイドが検出された株は廃棄とす
南アメリカ：アルゼンチン、チリ、ベネズエラ、ペ る。



ルー
大洋州：オーストラリア

アジア：インド、インドネシア、カンボジア、スリ ・生植物及びその部分並びに生茎葉 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Orseoliaoryzae
(Wood-Mason) ランカ、タイ、中華人民共和国、バングラデシ いね科：いね( )属Oryza

ュ、東ティモール、ベトナム、ミャンマー、ラオ
ス

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Rhagoletispomonella
(Walsh) ばら科：さくら( )属、Prunus

さんざし( )属、なし( )属、Crataegus Pyrus
りんご( )属Malus

北アメリカ：アメリカ合衆国（アイダホ州、オレゴ ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Rhagoletisindifferens
Curran ン州、カリフォルニア州、モンタナ州及びワシン ばら科：さくら( )属Prunus

トン州）、カナダ（ブリティシュ・コロムビア
州）

北アメリカ：アメリカ合衆国、グアテマラ、コスタ ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Anastrephaludens
(Loew) リカ、メキシコ あかてつ科：サポジラ( )Achraszapota

うるし科：マンゴウ( )属Mangifera
くすのき科：アボカド( )Perseaamericana
くるみ科：くるみ( )属Juglans
くわ科：いちじく( )属Ficus
ざくろ科：ざくろ( )Punicagranatum
なす科：こだちトマト( )、Cyphomandrabetacea
とうがらし( )、Capsicumannuum
トマト( )Lycopersicon esculentum
パパイヤ科：パパイヤ( )Caricapapaya
ばら科：かりん( )属、さくら( )Cydonia Prunus
属、なし( )属、りんご( )属Pyrus Malus
ばんれいし科：チェリモヤ( )、Annonacherimola
ばんれいし( )A.squamosa
ふともも科：ばんじろう ( )、ふPsidiumguajava

Eugeniajambos E.ともも( )、マレーふともも(
)malaccensis

みかん科：みかん（ ）属Citrus

s 北アメリカ：アメリカ合衆国、トリニダード・トバ ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Anastrephafraterculu
(Wiedemann) ゴ、パナマ、メキシコ あかてつ科：サポジラ( )Achras zapota

南アメリカ：アルゼンチン、ウルグアイ、エクアド あかね科：コーヒーノキ( )属Coffea
ル、ガイアナ、コロンビア、ブラジル、ベネズエ うるし科：マンゴウ( )属Mangifera
ラ、ペルー、ボリビア かきのき科：かき( )属Diospyros

くすのき科：アボカド( )Perseaamericana
くわ科：いちじく( )属Ficus
しくんし科：ももたまな( )Terminaliacatappa
ばら科：えぞへびいちご( )、Fragariavesca
かりん( )属、さくら( )属、Cydonia Prunus
なし( )属、びわ( )、Pyrus Eriobotryajaponica
りんご( )属Malus
ばんれいし科：チェリモヤ( )、Annonacherimola
ばんれいし( )A. squamosa
ぶどう科：ぶどう( )属Vitis
ふともも科：ばんじろう( )、ふPsidiumguajava

Eugeniajambos E.ともも( )、マレーふともも(
)malaccensis

みかん科：みかん( ）属Citrus

北アメリカ：アメリカ合衆国、キューバ、ジャマイ ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Anastrephasuspensa
Chrysophyllum(Loew) カ、ドミニカ共和国、西インド諸島、ハイチ あかてつ科：カイニット(



)、サポジラ( )cainito Achraszapota
Flacourtiaいいぎり科：テンジクイヌカンコ(

)、トビアーリス( )属indica Dovyalis
うり科：にがうり( )Momordicacharantia
うるし科：スポンディアス( )属、マンゴSpondias
ウ( )属Mangifera
かきのき科：かき( )属Diospyros
かたばみ科：ごれんし( )Averrhoacarambola
きょうちくとう科：カリッサ( )属Carissa
きんとらのお科：アセロラ( )Malpighiaglabra
くすのき科：アボカド( )Perseaamericana
くわ科：いちじく( )属Ficus
ざくろ科：ざくろ( )Punicagranatum
しくんし科：ももたまな( )Terminaliacatappa
なす科：とうがらし( )、Capsicumannuum
トマト( )Lycopersicon esculentum
パパイヤ科：パパイヤ( )Caricapapaya
ばら科：イカコ( )、Chrysobalansicaco
さくら( )属、なし( )属、Prunus Pyrus
びわ( )、りんご( )属Eriobotryajaponica Malus
ばんれいし科：ばんれいし( )属Annona

Myrciariaふともも科：ジャボチカバ(
)、ばんじろう( )属、cauliflora Psidium

ふともも ( )属Eugenia
みかん科：きんかん( )属、ぐみみかんFortunella
( )、みかん（ ）属、Triphasiatrifolia Citrus
わんぴ( )Clausenawampi
むくろじ科：れいし( )Litchichinensis

Karsch アフリカ：アンゴラ、ウガンダ、ケニア、コンゴ民 ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Ceratitisrosa
主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スワジラン あかてつ科：サポジラ( )Achraszapota
ド、タンザニア、ナイジェリア、マラウイ、南ア あかね科：コーヒーノキ( )属Coffea
フリカ共和国、モザンビーク、モーリシャス、レ うるし科：マンゴウ( )属Mangifera

Garciniaユニオン おとぎりそう科：マンゴスチン (
)mangostana

かきのき科：かき( )属Diospyros
くわ科：いちじく( )属Ficus
パパイヤ科：パパイヤ( )Caricapapaya
ばんれいし科：ばんれいし( )属Annona
ばら科：さくら( )属、なし( )属、Prunus Pyrus
びわ( )、Eriobotryajaponica
まるめろ( )、りんご( )属Cydoniaoblonga Malus
みかん科：みかん( ）属Citrus

アジア：イスラエル、イラク、イラン、インド、キ ・生植物及びその部分並びに生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Anarsialineatella
Zeller プロス、シリア、中華人民共和国、トルコ、パキ ばら科：さくら( )属、りんご( )属Prunus Malus

スタン、レバノン
ヨーロッパ：イタリア、オーストリア、ギリシャ、
スイス、スウェ－デン、スペイン、ドイツ、ハン
ガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポー
ランド、マルタ、旧ソビエト連邦、旧ユーゴスラ
ビア
アフリカ：アルジェリア、エジプト、チュニジア、
モロッコ、リビア
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ

北アメリカ：アメリカ合衆国、エルサルバドル、グ ・生植物及びその部分 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Elasmopalpus
Zeller アテマラ、コスタリカ、ニカラグァ、西インド諸 いね科lignosellus

島、パナマ、バーミューダ諸島、メキシコ まめ科



南アメリカ：アルゼンチン、ガイアナ、パラグア ・生茎葉
イ、フランス領ギアナ、ブラジル、ベネズエラ、 あぶらな科
ペルー

アジア：インド、インドネシア、カンボジア、シン ・生茎葉及び生塊根等の地下部 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Omphisaanastomosalis
Guene ガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共 ひるがお科：さつまいも( )属é Ipomoea

和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモー
ル、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、
ラオス
大洋州：ハワイ諸島

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ ・生茎葉 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Diabrotica
うり科undecimpunctata

Mannerheim きく科：レタス( )Lactucasativa
せり科：セロリー( )Apiumgraveolens

ヨーロッパ：アルバニア、イタリア、英国、オ－ス ・生植物及びその部分並びに生茎葉 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Otiorhynchusovatus
(Linn) トリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェー ばら科：おらんだいちご( )属、きいちごé Fragaria

デン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェ ( )属Rubus
ー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブル ・生果実
ガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マ ばら科：おらんだいちご( )属、きいちごFragaria
ルタ、モナコ、ルクセンブルク、ルーマニア、旧 ( )属Rubus
ソビエト連邦、旧チェコスロバキア、旧ユーゴス ぶどう科：ぶどう( )属Vitis
ラビア ・穀類
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ あぶらな科：あぶらな( )、Brassicarapa
大洋州：ニュージーランド からしな( )Brassicajuncea

たで科：そば( )属Fagopyrum
・牧草
いね科
まめ科

アフリカ：南アフリカ共和国 ・生植物及びその部分 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Naupactusleucoloma
(Boheman) 北アメリカ：アメリカ合衆国 双子葉植物の広葉樹

南アメリカ：アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブ 球根類
ラジル、ペルー 根菜類（たまねぎを除く。）
大洋州：オ－ストラリア、ニュージーランド いも類

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ ・生果実 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Conotrachelusnenuphar
(Herbst) ばら科：さくら( )属、なし( )属、Prunus Pyrus

りんご( )属Malus

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ ・木材 検査で本虫が発見された荷口については廃棄又は消毒とする。Dendroctonus
LeConte まつ科：まつ( )属 消毒方法は、臭化メチルくん蒸、薬剤散布（ＭＥＰ又はマラソン及び灯brevicomis Pinus

油の混合油剤）、熱湯処理、水没、浸漬、剥皮焼却及びこれらの組合せと
する。（輸入木材検疫要綱 別表１）

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ ・木材 検査で本虫が発見された荷口については廃棄又は消毒とする。Dendroctonus
Hopkins まつ科：まつ( )属、とうひ( )属、つが 消毒方法は、臭化メチルくん蒸、薬剤散布（ＭＥＰ又はマラソン及び灯ponderosae Pinus Picea

( )属 油の混合油剤）、熱湯処理、水没、浸漬、剥皮焼却及びこれらの組合せとTsuga
する。（輸入木材検疫要綱 別表１）

アジア：イラン ・生植物及びその部分並びに生茎葉、木材 検査で本虫が発見された荷口については廃棄又は消毒とする。Scolytusscolytus
(Fabricius) ヨーロッパ：ヨ－ロッパ州（フィンランド及びアイ にれ科：にれ( )属 消毒方法は、臭化メチルくん蒸、薬剤散布（ＭＥＰ又はマラソン及び灯Ulmus

スランドを除き、旧ソビエト連邦を含む。） 油の混合油剤）、熱湯処理、水没、浸漬、剥皮焼却及びこれらの組合せと
する。（輸入木材検疫要綱 別表１）

アジア：イラン ・生植物及びその部分並びに生茎葉、木材 検査で本虫が発見された荷口については廃棄又は消毒とする。Scolytusmultistriatus
(Marsham) ヨーロッパ：ヨーロッパ州（ノルウェー、スウェー にれ科：にれ( )属 消毒方法は、臭化メチルくん蒸、薬剤散布（ＭＥＢ又はマラソン及び灯Ulmus

デン、フィンランド及びアイスランドを除き、旧 油の混合油剤）、熱湯処理、水没、浸漬、剥皮焼却及びこれらの組合せと
ソビエト連邦を含む。） する。（輸入木材検疫要綱 別表１）



アフリカ：アルジェリア、エジプト
北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ

大洋州を除く諸外国 ・穀類 検査で本虫が発見された荷口については廃棄又は消毒とする。Zabrotessubfasciatus
(Boheman) まめ科 消毒方法は、臭化メチル又は燐化アルミニウムくん蒸とする。

アジア：アフガニスタン、イスラエル、イラク、イ ・生植物及びその部分、生茎葉並びに種子 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Eurygaster
Puton ラン、キプロス、トルコ、パキスタン、ヨルダ いね科：おおむぎ( )属、integriceps Hordeum

ン、レバノン からすむぎ( )属、こむぎ( )属、Avena Triticum
ヨーロッパ：ギリシャ、ブルガリア、ルーマニア、 らいむぎ( )属Secale
旧ソビエト連邦 ・牧草

いね科：おおむぎ( )属、Hordeum
からすむぎ( )属、こむぎ( )属、Avena Triticum
らいむぎ( )属Secale

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ ・生植物及びその部分（観賞用切花及び切枝を含む） 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Lyguslineolaris
(PalisotdeBeauvois) あおい科：わた( )Gossypiumindicum

あかざ科：ふだんそう( )属Beta
Brassicaあぶらな科：キャベツ、ブロッコリー(

)oleracea
きく科
せり科：セロリー( )Apiumgraveolens
なす科：たばこ( )属、Nicotiana
ばれいしょ( ）Solanumtuberosum

Dianthusなでしこ科：カーネーション(
）caryophyllus

ばら科
ぼたん科：ぼたん( )属Paeonia
まめ科

・牧草

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、グアテマ ・生植物及びその部分 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Blissusleucopterus
(Say) ラ、西インド諸島、パナマ、メキシコ （栽植用以外のものを含む）

南アメリカ：アルゼンチン、ガイアナ、コロンビ いね科
ア、スリナム、ブラジル、フランス領ギアナ、ベ ・牧草
ネズエラ、ペルー

アジア：イスラエル ・生植物及びその部分 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Circulifertenellus
(Baker) ヨーロッパ：シチリア島、スペイン （観賞用切り花を含む。）

アフリカ：アルジェリア、エジプト、カナリア諸 草本性植物
島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリ （たまねぎを除く）
カ共和国、モロッコ、リビア
北アメリカ：アメリカ合衆国、ジャマイカ、プエル
トリコ、メキシコ
大洋州：ハワイ諸島

北アメリカ：アメリカ合衆国、カナダ、コスタリ ・生植物及びその部分 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Empoascafabae
(Harris) カ、西インド諸島 （栽植用以外のものを含む。）

南アメリカ：アルゼンチン、ガイアナ、ブラジル、 全ての植物
ベネズエラ、ペルー ・牧草

アジア：アフガニスタン、イラン、インド、インド ・生植物及びその部分並びに生茎葉 検査で本虫が発見された荷口については廃棄とする。Aleurocanthuswoglumi
Ashby ネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、台 木本植物

湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、東
ティモール、フィリピン、ベトナム、マレーシ
ア、ミャンマー
ヨーロッパ：アゾレス諸島
アフリカ：ウガンダ、ケニア、セーシェル、タンザ
ニア、南アフリカ共和国
北アメリカ：アメリカ合衆国、コスタリカ、ニカラ



グア、西インド諸島、パナマ、メキシコ
南アメリカ：エクアドル、コロンビア

Thorne アジア：アゼルバイジャン、アルメニア、インド、 ・生植物の地下部 検査で本線虫が発見された荷口については廃棄とする。Xiphinemaindex
etAllen インドネシア、イスラエル、イラク、イラン、ウ いね科：よし( )Phragmitescommunis

ズベキスタン、キプロス、タジキスタン、トル うるし科：カシュー( ）、Anacardiumoccidentale
コ、パキスタン、東ティモール とねりばはぜのき（ )属Pistacia
ヨーロッパ：アルバニア、イタリア、ウクライナ、 かばのき科：しらかば( )属Betula
ギリシャ、スペイン、ドイツ、ハンガリー、フラ くるみ科：ペルシヤぐるみ( )Juglansregia
ンス、ブルガリア、ポーランド、ポルトガル、マ くわ科：いちじく( ）、とうぐわFicuscarica
ルタ、モルドバ、ルーマニア 、旧ユーゴスラビア ( )Morusalba
北アメリカ：アメリカ合衆国 なす科：つくばねあさがお( )、トPetuniahybrida
南アメリカ：アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペル マト( ）、なすLycopersiconesculentum

Solanum Nicotianaー ( )属、まるばたばこ(
アフリカ：アルジェリア、南アフリカ共和国 )rustica
大洋州：オーストラリア ばら科：おらんだいちご( ）、Fragariaananassa

さくら( )属、なし( )属、ばら( )Prunus Pyrus Rosa
属、まるめろ( ）、りんごCydoniaoblonga
( )属Malus

Cupressusひのき科：イタリアほそひば(
)、くろべ( )属pyramidalis Thuja

ひゆ科：せんにちこう( )Gomphrenaglobosa
Ampelopsisぶどう科：おふくかずら(

aconitifolia Parthenocissus）、つた(
）、ぶどう( )属tricuspidata Vitis

ぶな科：ヨーロッパぶな( )Fagussylvatica
まめ科：いんげん( )Phaseolusvulgaris
みかん科：みかん( ）属Citrus
もくせい科：オリーブ( ）、そけいOleaeuropaea
( )Jasminumofficinale
やなぎ科：はこやなぎ( )属Populus


