
（別紙４）

「特定重要病害虫検疫要綱」（昭和53年12月４日付け53農蚕第8308号農蚕園芸局長通達）一部改正新旧対照表

下線部が改正箇所

改 正 後 現 行

（定 義） （定 義）

この要綱で「特定重要病害虫」とは、検疫有害動植物で、特に侵入を警戒する必要があるものとして次項 この要綱で「特定重要病害虫」とは、検疫有害動植物（植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号）第２ 第２

の「植物検疫対象病害虫検討会」の意見を参考に別表１に定めるものをいう。 別表１及び別表２に掲げるものを除く。）で、特に侵入を警戒する必要があるものとして次項の「植物検疫対

象病害虫検討会」の意見を参考に別表１に定めるものをいう。

２ 〔略〕 ２ 〔略〕

（発見情報） （報 告）

第７ 植物防疫官は、特定重要病害虫を発見した場合、輸入植物検査の参考となるよう情報交換を行うものとす 第７ 植物防疫官は、特定重要病害虫を発見した場合、その旨を植物防疫所長に別記様式９を用いて報告すると

る。 ともに、輸入植物検査の参考となるよう情報交換を行うものとする。

〔削る。〕 ２ 植物防疫所長は、１年間の発見報告を別記様式１０にとりまとめ、毎年１月末までに農林水産省消費・安全

局植物防疫課長あて報告するものとする。
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別表１（第２関係） 別表１（第２関係）

特 定 重 要 病 害 虫 特 定 重 要 病 害 虫

区 分 科 名 学 名 英 名 和 名 区 分 科 名 学 名 英 名 和 名

糸状菌 Dothideaceae vonArx 〔略〕 糸状菌 Dothideaceae vonArx 〔略〕 〔略〕Apiosporinamorbosa Apiosporinamorbosa

クロイボタケ科 Kiely 〔略〕 クロイボタケ科 Kiely 〔略〕Guignardiacitricarpa Guignardiacitricarpa

Pucciniaceae P.Hennings 〔略〕 Pucciniaceae P.Hennings 〔略〕Pucciniapittieriana Pucciniapittieriana

プクキニア科 プクキニア科

Sphaeropsidaceae Petri 〔略〕 Sphaeropsidaceae Petri 〔略〕Deuterophomatracheiphila Deuterophomatracheiphila

スファエロプシス科 Hedges 〔略〕 スファエロプシス科 Hedges 〔略〕Sphaeropsistumefaciens Sphaeropsistumefaciens

Dematiaceae (Oud.) 〔略〕 Dematiaceae (Oud.) 〔略〕Drechslerairidis Drechslerairidis

クロイトカビ科 M.B.Ellis クロイトカビ科 M.B.Ellis

Ophiostomataceae (Bretz) oakwilt ナラの萎凋病菌 Ophiostomataceae (Bretz) oakwilt ナラの萎凋病Ceratocystisfagacearum Ceratocystisfagacearum

オフィオストマ科 Hunt オフィオストマ科 Hunt

(Buisman)Nann. Dutchelmdiseaseニレのオランダ病 (Buisman)Nann. Dutchelmdiseaseニレのオランダ病Ophiostomaulmi Ophiostomaulmi

菌

Diatrypaceae (Pers.:Fr.) 〔略〕 Diatrypaceae (Pers.:Fr.) 〔略〕Eutypalata Eutypalata

シトネタケ科 Tul.&C.Tul. シトネタケ科 Tul.&C.Tul.
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Pseudomonadaceae pv. bacterialleaf イネ条斑細菌病菌 Pseudomonadaceae pv. bacterialleaf イネ条斑細菌病Xanthomonasoryzae oryzicola Xanthomonasoryzae oryzicola

プセウドモナス科 (Fang 1957)Swings streakofrice プセウドモナス科 (Fang 1957)Swings streakofriceetal. etal. etal. etal.

1990 1990

Spiroplasmataceae

細 菌 Spiroplasmataceae Saglio 〔略〕 細 菌 スピロプラズマ科 Saglio 〔略〕Spiroplasmacitri etal. Spiroplasmacitri etal.

スピロプラズマ科 1973 1973

Liberibacterafricanus Huanglongbing カンキツグリーニ citrusgreening カンキツグリーニCandidatus Liberobacterafricanum

Liberibacterasiaticus (CitrusGreening ング病菌 disease ング病Candidatus Liberobacterasiaticum

LiberibacteramericanusDisease)Candidatus

Wells 〔略〕 Wells 〔略〕Xylellafastidiosa etal. Xylellafastidiosa etal.

1987 1987

ウイルス 〔略〕 〔略〕 〔略〕 ウイルス 〔略〕 〔略〕 〔略〕

ウイロイ 〔略〕 〔略〕 〔略〕 ウイロイ 〔略〕 〔略〕 〔略〕

ド ド

害 虫 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 害 虫 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕

線 虫 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 線 虫 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕
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別表２（第３関係）別表２（第３関係）

検 査 対 象 地 域 、対 象 植 物 及 び 措 置 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 特定重要病害虫名 検査対象地域 検査対象植物 措 置

（学 名） （学 名）

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕Apiosporina Apiosporina
von vonmorbosa morbosa

Arx Arx

アジア：インドネシア、台湾、 〔略〕 〔略〕 アジア：中華人民共和国、台 〔略〕 〔略〕Guignardia Guignardia

中華人民共和国、東ティモー 湾、香港、インドネシア（東citricarpa citricarpa
Kiely ル、フィリピン、ブータン、 Kiely ティモールを含む）、フィリ

香港 ピン、ブータン

アフリカ：ケニア、ザンビア、 アフリカ：ケニア、モザンビー

ジンバブエ、南アフリカ共和 ク、ジンバブエ、ザンビア、

国、モザンビーク 南アフリカ共和国

大洋州：オーストラリア、ニュ 大洋州：オーストラリア、ニュ

ージーランド、バヌアツ ー・ジーランド、ヴァヌアツ

北アメリカ：コスタリカ、メキ 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：メキシコ、コスタ 〔略〕 〔略〕Puccinia Puccinia

シコ ・リカpittieriana pittieriana

P.Hennings 南アメリカ：アルゼンチン、エ P.Hennings 南アメリカ：ブラジル、コロン

クアドル、コロンビア、パラ ビア、エクアドル、ボリヴィ

グアイ、ブラジル、ベネズエ ア、パラグァイ、ペルー、ヴ

ラ、ペルー、ボリビア ェネズエラ、アルゼンティン

アジア：イエメン、イスラエ 〔略〕 〔略〕 アジア：イラク、イエメン、イ 〔略〕 〔略〕Deuterophoma Deuterophoma

ル、イラク、キプロス、シリ ス ラエル 、レバノン 、シリtracheiphila tracheiphila
Petri ア、トルコ、レバノン Petri ア、トルコ、サイプラス

ヨーロッパ：イタリア、ギリシ ヨーロッパ：イタリア、フラン

ャ、フランス、旧ソビエト連 ス、ギリシャ、旧ソヴィエト

邦 連邦

アフリカ：アルジェリア、チュ アフリカ：アルジェリア、テュ

ニジア ニジア

アジア：インド、インドネシ ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：インド、インドネシア ・生植物及びその部分 〔略〕Sphaeropsis Sphaeropsis

ア、ス リラン カ、パキス タ うるし科：Brazilianpeppertree （東ティモールを含む）、パ みかん科：みかん（ ）属、tumefaciens tumefaciens Citrus
Hedges ン、東ティモール （ ) Hedges キスタン、スリ・ランカ からたち( )属、きんかSchinusterebinthifolius Poncirus

アフリカ：エジプト、カメルー きょうちくとう科：おおばなカリ アフリカ：モロッコ、エジプ ん( )属Fortunella
ン、スーダン、モロッコ ッサ( )、き ト、スーダン、カメルーン ふともも科：Bottle-brushtreeCarissagrandiflora

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ょうちくとう( ) 北アメリカ：アメリカ合衆国、 ( )Neriumindicum Callistemonviminalis
キューバ、ジャマイカ、トリ ふともも科：Bottle-brushtree キューバ、ジャマイカ、トリ もちのき科：せいようひいらぎ

ニダード・トバコ、プエルト ( ) ニダッド・トバゴ、プエルト ( ）Callistemonviminalis Ilexaquifolium
リコ みかん科：からたち( ) リコ きょうちくとう科：きょうちくとPoncirus

南アメリカ：ガイアナ、ベネズ 属、きんかん( )属、 南アメリカ：ガイアナ、ペル う( ）、おおばなFortunella Neriumindicum

エラ、ペルー みかん( )属 ー、ヴェネズエラ カリッサ( )Citrus Carissagrandiflora
大洋州：ハワイ諸島 もちのき科：せいようひいらぎ 大洋州：ハワイ諸島 うるし科：Brazilianpeppertree

( ） （ )Ilexaquifolium Schinusterebinthifolius
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ヨーロッパ：イタリア、英国 〔略〕 〔略〕 ヨーロッパ：連合王国、オラン 〔略〕 〔略〕Drechslera Drechslera
（グレート・ブリテン及び北 ダ 、デン マーク、ル ーマニiridis iridis

(Oud.)M.B. アイルランドに限る。以下こ (Oud.)M.Ellis ア、フランス、イタリア

Ellis の表において同じ。）、オラ

ンダ、 デンマ ーク、フラ ン

ス、ルーマニア

北アメリカ：アメリカ合衆国、 北アメリカ：カナダ、アメリカ

カナダ 合衆国

大洋州：ニュージーランド 大洋州：ニュー・ジーランド

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕Ceratocystis Ceratocystis

fagacearum fagacearum
(Bretz)Hunt (Bretz)Hunt

アジア：イラン、インド、トル ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：インド、パキスタン、 ・生植物及びその部分 〔略〕Ophiostoma Ophiostoma

コ、パキスタン にれ科：けやき( イラン、トルコ にれ科：にれ( )属、けやきulmi Zelkova ulmi Ulmus

(Buisman) ヨーロッパ：アイスランド、イ )、にれ( )属 (Buisman) ヨーロッパ：オーストリア、ベ ( )serrata Ulmus Zelkovaserrata
Nann. タリア 、英国 、オースト リ Nann. ルギー、連合王国、ブルガリ

ア、オランダ、ギリシャ、ス ア 、チェ ッコ、スロ ヴァキ

イス、スウェーデン、スペイ ア、フランス、ドイツ、ギリ

ン、スロバキア、チェコ共和 シャ、ハンガリー、アイスラ

国、ドイツ、ノルウェー、ハ ンド、イタリア、オランダ、

ンガリー、フランス、ブルガ ノールウェー、ポーランド、

リア、 ベルギ ー、ポーラ ン ルーマニア、スペイン、スウ

ド、ポ ルトガ ル、ルーマ ニ ェーデン、スイス、ポルトガ

ア、旧ソビエト連邦、旧ユー ル、旧ユーゴースラヴィア、

ゴスラビア 旧ソヴィエト連邦

北アメリカ：アメリカ合衆国、 北アメリカ：カナダ、アメリカ

カナダ 合衆国

アジア：イスラエル、インド、 ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：トルコ、パキスタン、 ・生植物及びその部分 〔略〕Eutypa Eutypa

キプロス、トルコ、パキスタ くるみ科：ペルシャぐるみ インド、イスラエル、サイプ ばら科：りんご( )属、あんずlata lata Malus
(Pers.:Fr.) ン ( ) (per.:Fr.) ラス ( ）、にほんすJuglansregia Prunusarmeniaca

Tul.&C.Tul. ヨーロッパ：イタリア、ウクラ くろうめもどき科：ソリチャ Tul.&C.Tul ヨーロッパ：フランス、スイ もも( ）、ヨーロッパP.salicina
イナ、英国、オーストリア、 ( )属 ス、旧チェッコスロヴ ァキ すもも( )、アーモCeanothus P.domestica

ギリシ ャ、ス イス、スペ イ ばら科：あんず( ア、ハンガリー、ギリシャ、 ンド（ )、せいようPrunus P.amygdalus
ン、ドイツ、ハンガリー、フ )、アーモンド ス ペイン 、イタリア 、ドイ なし( )armeniaca Pyruscommunis

ランス、ブルガリア、ポルト ( )、せいようなし ツ、オーストリア、ルーマニ ぶどう科：ぶどう( )属P.amygdalus Vitis

ガル、ルーマニア、旧チェコ ( )、にほんすも ア、ポル トガル、ブルガリ くるみ科：ペルシャぐるみPyruscommunis
スロバキア も( )、ヨーロッパす ア、ウクライナ、連合王国 ( )P.salicina Juglansregia

アフリカ：南アフリカ共和国、 もも( )、りんご アフリカ：リビア、南アフリカ くろうめもどき科：ソリチャP.domestica
リビア ( )属 共和国 ( )属Malus Ceanothus

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ぶどう科：ぶどう( )属 北アメリカ：アメリカ合衆国、Vitis
カナダ、メキシコ メキシコ、カナダ

南アメリカ：ブラジル 南アメリカ：ブラジル

大洋州：オーストラリア、ニュ 大洋州：オーストラリア、ニュ

ージーランド ー・ジーランド



改 正 後 現 行

アジア：インド、インドネシ ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：中華人民共和国、ヴィ ・生植物及びその部分 〔略〕Xanthomonas Xanthomonas

pv. ア、カンボジア、タイ、中華 いね科： 、いね pv. エトナム、カンボデ ィア、 いね科：いね（ ）属、oryzae Zizaniaaquatica oryzae Oryza
oryzicola Oryza oryzicola Zizaniaaquatica人民共和国、ネパール、パキ ( )属 タイ、マレイシア、フィリピ

(Fang スタン、バングラデシュ、東 ・種子 (Fangetal. ン 、イン ド、インド ネシア ・種子etal.

1957)Swings ティモール、フィリピン、ベ いね科：いね( )属 1957)Swings （東ティモールを含む）、ネ いね科：いね（ ）属Oryza Oryza
1990 トナム、マレーシア、ミャン etal.1990 パー ル、バングラデシュ、etal.

マー、ラオス ミャンマー、パキスタン、ラ

アフリカ：セネガル、ナイジェ オス

リア、マダガスカル アフリカ：セネガル、マダガス

大洋州：オーストラリア カル、ナイジェリア

大洋州：オーストラリア

アジア：アラブ首長国連邦、イ ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：パキスタン、イスラエ ・生植物及びその部分 〔略〕Spiroplasma Spiroplasma
エメン 、イス ラエル、イ ラ みかん科：からたち( ) ル、レバノン、シリア、トル みかん科：みかん（ ）属、citri Poncirus citri Citrus

Saglio ク、イラン、オマーン、キプ 属、きんかん( )属、 Saglioetal. コ、イラン、イラク、ヨルダ きんかん( )属、からetal. Fortunella Fortunella
1973 ロス、サウジアラビア、シリ みかん( )属 1973 ン、サウディ・アラビア、イ たち( )属Citrus Poncirus

ア、トルコ、パキスタン、ヨ エメン、オマーン、アラブ首

ルダン、レバノン 長国連邦、サイプラス

ヨーロッパ：イタリア、ギリシ ヨーロッパ：フランス、ギリシ

ャ、スペイン、フランス ャ、イタリア、スペイン

北アメリカ：アメリカ合衆国、 北アメリカ：アメリカ合衆国、

メキシコ メキシコ

南アメリカ：アルゼンチン、ス 南アメリカ：スリナム、アルゼ

リナム、ブラジル、ベネズエ ン ティン 、ブラジル 、ペル

ラ、ペルー ー、ヴェネズエラ

アフリカ：アルジェリア、エジ アフリカ：アルジェリア、エジ

プト、スーダン、ソマリア、 プ ト、モ ロッコ、テ ュニジ

チュニジア、モロッコ、リビ ア、リビア、ソマリア、スー

ア ダン

大洋州：ニュージーランド 大洋州：ニュー・ジーランド

アジア：イエメン、インド、イ ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：中華人民共和国、香 ・生植物及びその部分 〔略〕Candidatus Liberobacter

Liberibacter ンドネシア、カンボジア、サ みかん科：からたち( ) 港、台湾、バングラデシュ、 みかん科：みかん（ ）属、Poncirus africanum Citrus
africanus ウジアラビア、スリランカ、 属、きんかん( )属、 カンボディア、インド、イン きんかん( )属、からFortunella Liberobacter Fortunella

タイ、 台湾、 中華人民共 和 みかん( )属 ドネシア（東ティモールを含 たち( )属Candidatus Citrus asiaticum Poncirus
Liberibacter 国、ネパール、パキスタン、 む）、ラオス、マレイシア、

asiaticus バングラデシュ、東ティモー ミャンマー、ネパール、フィ

ル、フィリピン、ベトナム、 リ ピン、 スリ・ラン カ、タCandidatus

Liberibacter 香港、マレーシア、ミャンマ イ、ヴィエトナム、パキスタ

americanus ー、ラオス ン、サウディ・アラビア、イ

アフリカ：エチオピア、カメル エメン

ーン、ケニア、コモロ、ジン アフリカ：モーリシァス、レユ

バブエ、スワジランド、ソマ ニオン、ブルンディ、カメル

リア、タンザニア、中央アフ ー ン、中 央アフリカ 、コモ

リカ、ブルンジ、マダガスカ ロ、エティオピア、ケニア、

ル、マラウイ、南アフリカ共 マダガスカル、マラウイ、ル

和国、モーリシャス、ルワン ワンダ、ソマリア、南アフリ

ダ、レユニオン カ共和国、スワジラン ド、

タンザニア、ジンバブエ
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アジア：台湾 ・生植物及びその部分 〔略〕 北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生植物及びその部分 〔略〕Xylella Xylella

北アメリカ：アメリカ合衆国、 かえで科：かえで( )属 カナダ、メキシコ、コスタ・ ばら科：さくら( )属、きいfastidiosa Acer fastidiosa Prunus
Wells カナダ、コスタリカ、メキシ すずかけのき科：アメリカすずか Wellsetal. リカ ちご( )属、なし( )属etal. Rubus Pyrus

1987 コ け( ) 1987 南アメリカ：アルゼンティン、 ぶどう科：ぶどう( )属Platanusoccidentalis Vitis

南アメリカ：アルゼンチン、パ にれ科：アメリカにれ( ブラジル、パラグァイ、ヴェ みかん科：みかん（ ）属、Ulmus Citrus
ラグアイ、ブラジル、ベネズ ） ネズエラ きんかん( )属、からamericana Fortunella

エラ ばら科：きいちご( )属、さく アジア：台湾 たち( )属Rubus Poncirus
ら( )属、なし( )属 ぶな科：こなら( )属Prunus Pyrus Quercus

ぶどう科：ぶどう( )属 かえで科：かえで( )属Vitis Acer
ぶな科：こなら( )属 すずかけのき科：アメリカすずかQuercus

みかん科：からたち( ) け( )Poncirus Platanusoccidentalis
Fortunella Ulmus属、きんかん( )属、 にれ科：アメリカにれ(

みかん( )属 ）Citrus americana

アジア：インド、キプロス、シ ・生植物及びその部分 〔略〕 アジア：インド、トルコ、シリ ・生植物及びその部分 〔略〕Plumpoxvirus Plumpoxvirus
リア、トルコ ばら科：アーモンド( ア、サイプラス ばら科：もも( ）、P. Prunuspercica

amygdalus P.armenia P.ヨーロッパ：アルバニア、イタ )、あんず( ヨーロッパ：オーストリア、ブ ヨーロッパすもも(

リア、ウクライナ、英国、オ )、うめ( )、すみのみ ルガリア、チェッコ、スロヴ )、 、にほca P.mume domestica P.spinosa
ーストリア、オランダ、ギリ ざくら( )、せいよう ァキア、ドイツ、ギリシャ、 んすもも( ）、うめP.cerasus P.salicina

P.avium P.mume P.シャ、 クロア チア、スペ イ みざくら( )、にほんす ハンガリー、イタリア、ポー ( ）、あんず(

P.salicina armeniaca P.ン、ス ロバキ ア、スロベ ニ もも( )、にわざくら ランド、ルーマニア、ユーゴ ）、アーモンド(

ア、チェコ共和国、ドイツ、 ( )、ミロバランす ースラヴィア、アルバニア、 )、ミロバランすももP.glandulosa amygdalus
ノルウェー、ハンガリー、フ もも( )、もも( 連合王国、フランス、オラン ( ）、せいようみP.cerasifera P. P.cerasifera

ランス、ブルガリア、ボスニ )、ヨーロッパすもも( ダ、スペイン、ボスニア・ヘ ざくら( ）、にわざくpercica P. P.avium
ア・ヘルツェゴビナ、ポーラ )、 、 ルツェゴ ヴィナ、クロアチ ら( ）、すみのみdomestica P.insitita P. P.glandulosa

spinosa P.cerasus P.ンド、 ポルト ガル、モル ド ア、リトアニア、ルクセンブ ざくら( ）、

insititaバ、リトアニア、ルクセンブ ルグ、モルドヴァ、ノールウ

ルク、ルーマニア、ロシア、 ェー、ポルトガル、ロシア、

旧ユーゴスラビア スロヴェニア、ウクライナ北

アフリカ：エジプト アメリカ：アメリカ合衆国、

北アメリカ：アメリカ合衆国、 カナダ、サン・マルタン島

カナダ、サン・マルタン島 南アメリカ：チリ

南アメリカ：チリ アフリカ：エジプト

大洋州：カロリン諸島 大洋州：カロリン諸島

アジア：インドネシア、東ティ 〔略〕 〔略〕 アジア：インドネシア（東ティ 〔略〕 〔略〕Sweetpotato Sweetpotato

モール モールを含む）mildmottle mildmottle
アフリカ：ウガンダ、ケニア、 アフリカ：ブルンディ、ケニvirus virus

タンザニア、ブルンジ ア、ウガンダ、タンザニア

南アメリカ：アルゼンチン、ペ 南アメリカ：アルゼンティン、

ルー ペルー

大洋州：ソロモン諸島、トン 大洋州：パプア・ニューギニ

ガ、西サモア、パプアニュー ア 、西サ モア、ソロ モン諸

ギニア 島、トンガ



改 正 後 現 行

アジア：インドネシア、タイ、 〔略〕 〔略〕 アジア：インドネシア（東ティ 〔略〕 〔略〕Fijidisease Fijidisease

東ティモール、マレーシア、 モ ールを 含む）、マ レイシvirus virus
フィリピン ア、タイ、フィリピン

アフリカ：マダガスカル アフリカ：マダガスカル

大洋州：オーストラリア、サモ 大洋州：オーストラリア、フィ

ア、ソロモン諸島、トンガ、 ジー、ニュー・カレドニア、

西サモア、ニュー・カレドニ ニューブリテン諸島、パプア

ア、ニューブリテン島、バヌ ・ニューギニア、バヌアツ、

アツ、パプアニューギニア、 ソロモン諸島、西サモア、米

フィジー 領サモア、トンガ

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕Potatoyellow Potatoyellow

dwarfvirus dwarfvirus

Citrus アジア：イエメン、イスラエ ・生植物及びその部分 〔略〕 Citrus アジア：インド、フィリピン、 ・生植物及びその部分 〔略〕

cachexia ル、インド、キプロス、サウ みかん科：からたち( ) cachexia イエメン、サイプラ ス、イ みかん科：みかん（ ）属、Poncirus Citrus

disease ジアラ ビア、 シリア、ト ル 属、きんかん( )属、 disease スラエル、ジョルダン、レバ きんかん( )属、からFortunella Fortunella

コ、パ キスタ ン、フィリ ピ みかん( )属 ノン、シリア、サウディ・ア たち( )属Citrus Poncirus
ン、ヨルダン、リビア、レバ ラ ビア、 トルコ、パ キスタ

ノン ン、リビア

ヨーロッパ：イタリア、ギリシ ヨーロッパ：フランス、イタリ

ャ、スペイン、フランス、ポ ア、ポルトガル、スペイン、

ルトガル、旧ユーゴスラビア 旧ユーゴースラヴィア、ギリ

アフリカ：アルジェリア、エジ シャ

プト、エチオピア、ガーナ、 アフリカ：アルジェリア、エジ

ケニア、チュニジア、南アフ プ ト、モ ロッコ、テ ュニジ

リカ共和国、モロッコ ア、ケニア、エティオピア、

北アメリカ：アメリカ合衆国、 南アフリカ共和国、ガーナ

キューバ、グアテマラ、コス 北アメリカ：アメリカ合衆国、

タリカ、トリニダード・トバ トリニダッド・トバゴ、キュ

コ、メキシコ ーバ、メキシコ、コスタ・リ

南アメリカ：アルゼンチン、エ カ、グァテマラ

クアドル、ガイアナ、コロン 南アメリカ：アルゼンティン、

ビア、スリナム、ブラジル、 ブラジル、コロンビア、ガイ

ベネズエラ アナ、ヴェネズエラ、スリナ

大洋州：オーストラリア、パプ ム、エクアドル

アニューギニア、ポリネシア 大洋州：オーストラリア、ポリ

ネシア、パプア・ニューギニ

ア

アジア：アフガニスタン、イン ・生植物及びその部分（塊茎を含む） 〔略〕 アジア：中華人民共和国、イン ・生植物及びその部分（塊茎を含む） 〔略〕Potatospindle Potatospindle

tuberviroid Lycopersicon tuberviroid Solanumド、中華人民共和国、パキス なす科：トマト( ド、パキスタン、アフガニス なす科：ばれいしょ(

タン )、ばれいしょ タン )、トマトesculentum tuberosum

ヨーロッパ：ウクライナ、ベラ ( ) アフリカ：エジプト、ナイジェ ( )Solanumtuberosum Lycopersiconesculentum
ルーシ、ポーランド、ロシア ・種子 リア ・種子

Solanum Solanumアフリカ：エジプト、ナイジェ なす科：ばれいしょ( ヨーロッパ：ウクライナ、ポー なす科：ばれいしょ(

リア ) ランド、ロシア、ベラルーシ )tuberosum tuberosum

北アメリカ：アメリカ合衆国、 北アメリカ：アメリカ合衆国、

カナダ、コスタリカ カナダ、コスタ・リカ

南アメリカ：アルゼンチン、チ 南アメリカ：アルゼンティン、

リ、ベネズエラ、ペルー ペルー、チリ、ヴェネズエラ

大洋州：オーストラリア 大洋州：オーストラリア



改 正 後 現 行

アジア：インド、インドネシ 〔略〕 〔略〕 アジア：中華人民共和国、ヴィ 〔略〕 〔略〕Orseolia Orseolia

ア、カ ンボジ ア、スリラ ン エトナム、ラオス、 カンボoryzae oryzae
(Wood-Mason) カ、タイ、中華人民共和国、 (Wood-Mason) ディア、タイ、インドネシア

バングラデシュ、東ティモー （東ティモールを含む）、ミ

ル、ベトナム、ミャンマー、 ャンマー、インド、バングラ

ラオス デシュ、スリ・ランカ

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ ・生果実 〔略〕Rhagoletis Rhagoletis

カナダ、メキシコ ばら科：さくら( )属、さん 含衆国、メキシコ ばら科：りんご( )属、さくらpomonella Prunus pomonella Malus
(Walsh) ざし( )属、なし Walsh ( )属、なし( )属、さCrataegus Prunus Pyrus

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

北アメリカ：アメリカ合衆国 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：カナダ（ブリティ 〔略〕 〔略〕Rhagoletis Rhagoletis
（アイダホ州、オレゴン州、 シュ・コロムビア州）、アメindifferens indifferens

Curran カリフォルニア州、モンタナ Curran リカ合衆国（ワシントン州、

州及びワシントン州）、カナ オレゴン州、アイダホ州、モ

ダ（ブリティシュ・コロムビ ンタナ州及びカリフォルニア

ア州） 州）

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕 北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕Anastrepha Anastrepha
ludens Achras ludens AchrasLoew グアテマラ、コスタリカ、メ あかてつ科：サポジラ( Loew メキシコ、コスタ・リカ、グ あかてつ科：サポジラ(

キシコ ) ァテマラ )zapota zapota
Mangifera Annonaうるし科：マンゴウ( )属 ばんれいし科：チェリモヤ(

Persea cherimola A.くすのき科：アボカド( )、ばんれいし(

) )americana squamosa

Juglans Capsicumくるみ科：くるみ( )属 なす科：とうがらし(

Ficus annuum Lycopersiconくわ科：いちじく( )属 )、トマト(

ざくろ科：ざくろ( )、こだちトマトPunica esculentum

) ( )granatum Cyphomandrabetacea
Caricaなす科：こだちトマト パパイヤ科：パパイヤ(

( )、とうが )Cyphomandrabetacea papaya
らし( )、トマト みかん科：みかん( ）属Capsicumannuum Citrus

( ) ばら科：かりん( )属、りんLycopersicon esculentum Cydonia
パパイヤ科：パパイヤ( ご( )属、さくら( )Carica Malus Prunus

) 属、なし( )属papaya Pyrus
Cydonia Eugeniaばら科：かりん( )属、さく ふともも科：ふともも(

Prunus Pyrus jambos E.ら( )属、なし( )属、 )、マレーふともも(

りんご( )属 )、ばんじろうMalus malaccensis

ばんれいし科：チェリモヤ( ( )Annona Psidiumguajava

)、ばんれいし( くるみ科：くるみ( )属cherimola A. Juglans
) うるし科：マンゴウ( )属squamosa Mangifera

Psidium Perseaふともも科：ばんじろう ( くすのき科：アボカド(

)、ふともも( )guajava Eugenia americana

)、マレーふともも( くわ科：いちじく( )属jambos E. Ficus
malaccensis Punica) ざくろ科：ざくろ(

みかん科：みかん（ ）属 )Citrus granatum



改 正 後 現 行

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕 北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕Anastrepha Anastrepha

fraterculu Achras fraterculu Achrass トリニダード・トバゴ、パナ あかてつ科：サポジラ( s メキシコ、パナマ、トリニダ あかてつ科：サポジラ(

Wiedemann マ、メキシコ ) Wiedemann ッド・トバゴ )zapota zapota

Coffea Annona南アメリカ：アルゼンチン、ウ あかね科：コーヒーノキ( ) 南アメリカ：アルゼンティン、 ばんれいし科：チェリモヤ(

cherimola A.ルグアイ、エクアドル、ガイ 属 ボリヴィア、ブラジル、ガイ )、ばんれいし(

アナ、 コロン ビア、ブラ ジ うるし科：マンゴウ( )属 アナ、コロンビア、エクアド )Mangifera squamosa

ル、ベネズエラ、ペルー、ボ かきのき科：かき( )属 ル、ペルー、ウルグァイ、ヴ みかん科：みかん( ）属Diospyros Citrus
リビア くすのき科：アボカド( ェネズエラ あかね科：コーヒーノキ( )Persea Coffea

) 属americana
くわ科：いちじく( )属 ばら科：かりん( )属、びわFicus Cydonia

しくんし科：ももたまな ( )、えぞへEriobotryajaponica
( ) びいちご( )、りTerminaliacatappa Fragariavesca

ばら科：えぞへびいちご( んご( )属、さくら( )Fragaria Malus Prunus
)、かりん( )属、 属、なし( )属vesca Cydonia Pyrus

Prunus Pyrus Eugeniaさくら( )属、なし( ) ふともも科：ふともも(

Eriobotrya jambos E.属、びわ( )、マレーふともも(

)、りんご( )属 )、ばんじろうjaponica Malus malaccensis

ばんれいし科：チェリモヤ( ( )Annona Psidiumguajava
)、ばんれいし( くわ科：いちじく( )属cherimola A. Ficus

) うるし科：マンゴウ( )属squamosa Mangifera
Vitis Perseaぶどう科：ぶどう( )属 くすのき科：アボカド(

ふともも科：ばんじろう( )Psidium americana
)、ふともも( かきのき科：かき( )属guajava Eugenia Diospyros

)、マレーふともも( しくんし科：ももたまなjambos E.
) ( )malaccensis Terminaliacatappa

みかん科：みかん( ）属 ぶどう科：ぶどう( )属Citrus Vitis



改 正 後 現 行

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕 北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕Anastrepha Anastrepha

suspensa suspensa Achrasキューバ、ジャマイカ、ドミ あかてつ科：カイニット キューバ、ジャマイカ、ハイ あかてつ科：サポジラ(

(Loew) ニカ共和国、西インド諸島、 ( )、サポ (Loew) ティ、ドミニカ共和国、西イ )、カイニットChrysophyllumcainito zapota

ハイチ ジラ( ) ンド諸島 ( )Achraszapota Chrysophyllumcainito

いいぎり科：テンジクイヌカンコ ばんれいし科：ばんれいし

( )、トビアー ( )属Flacourtiaindica Annona

Dovyalis Capsicumリス ( )属 なす科：とうがらし(

Momordica annuum Lycopersiconうり科：にがうり( )、トマト(

) )charantia esculentum
Momordicaうるし科：スポンディアス うり科：にがうり(

( )属、マンゴウ )Spondias charantia
Mangifera Carica( )属 パパイヤ科：パパイヤ(

かきのき科：かき( )属 )Diospyros papaya
かたばみ科：ごれんし( みかん科：みかん（ ）属、Averrhoa Citrus

) わんぴ( )、きんcarambola Clausenawampi
きょうちくとう科：カリッサ かん( )属、ぐみみかFortunella

( )属 ん( )Carissa Triphasiatrifolia

Chrysobalansきんとらのお科：アセロラ ばら科：イカコ(

Malpighiaglabra icaco Eriobotrya( ) )、びわ(

くすのき科：アボカド( )、りんご( )属、Persea japonica Malus
) さくら( )属、なし( )americana Prunus Pyrus

くわ科：いちじく( )属 属Ficus
ざくろ科：ざくろ( ふともも科：ふともも( )Punica Eugenia

granatum Myrciaria) 属、ジャボチカバ(

しくんし科：ももたまな )、ばんじろうcauliflora

( ) ( )属Terminaliacatappa Psidium
なす科：とうがらし( くわ科：いちじく( )属Capsicum Ficus

annuum Lycopersicon Litchi)、トマト( むくろじ科：れいし(

) )esculentum chinensis
Carica Averrhoaパパイヤ科：パパイヤ( かたばみ科：ごれんし(

) )papaya carambola
ばら科：イカコ( うるし科：マンゴウ( )Chrysobalans Mangifera

)、さくら( )属、な 属、スポンディアス( )icaco Prunus Spondias
し( )属、びわ( 属Pyrus Eriobotrya

japonica Malus Persea)、りんご( )属 くすのき科：アボカド(

ばんれいし科：ばんれいし )americana

( )属 かきのき科：かき( )属Annona Diospyros
Punicaふともも科：ジャボチカバ ざくろ科：ざくろ(

( )、ばん )Myrciariacauliflora granatum

じろう( )属、ふともも しくんし科：ももたまなPsidium
( )属 ( )Eugenia Terminaliacatappa

みかん科：きんかん( ) きょうちくとう科：カリッサFortunella
属、ぐみみかん( ( )属Triphasia Carissa

)、みかん（ ） きんとらのお科：アセロラtrifolia Citrus
属、わんぴ( ) ( )Clausenawampi Malpighiaglabra

むくろじ科：れいし( いいぎり科：トビアーリスLitchi
) ( )属、テンジクイヌカchinensis Dovyalis

ンコ( )Flacourtiaindica



改 正 後 現 行

アフリカ：アンゴラ、ウガン ・生果実 〔略〕 アフリカ：コンゴー、ナイジェ ・生果実 〔略〕Ceratitis Ceratitis

rosa Achras rosa AchrasKarsch ダ、ケニア、コンゴ民主共和 あかてつ科：サポジラ( Karsch リア、ケニア、ウガンダ、タ あかてつ科：サポジラ(

国、ザンビア、ジンバブエ、 ) ンザニア、アンゴラ、モザン )zapota zapota

スワジランド、タンザニア、 あかね科：コーヒーノキ( ) ビーク、ザンビア、ジンバブ ばんれいし科：ばんれいしCoffea

ナイジェリア、マラウイ、南 属 エ、マラウイ、南アフリカ共 ( )属Annona
Mangifera Caricaアフリカ共和国、モザンビー うるし科：マンゴウ( )属 和 国、スワジランド、モー パパイヤ科：パパイヤ(

ク、モーリシャス、レユニオ おとぎりそう科：マンゴスチン リシァス、レユニオン )papaya
ン ( ) みかん科：みかん( ）属Garciniamangostana Citrus

かきのき科：かき( )属 あかね科：コーヒーノキ( )Diospyros Coffea
くわ科：いちじく( )属 属Ficus

Carica Cydoniaパパイヤ科：パパイヤ( ばら科：まるめろ(

papaya oblonga Eriobotrya) )、びわ(

ばんれいし科：ばんれいし )、りんご( )属、japonica Malus
( )属 さくら( )属、なし( )Annona Prunus Pyrus

ばら科：さくら( )属、なし 属Prunus
( )属、びわ( くわ科：いちじく( )属Pyrus Eriobotrya Ficus

)、まるめろ( うるし科：マンゴウ( )属japonica Cydonia Mangifera

)、りんご( )属 かきのき科：かき( )属oblonga Malus Diospyros
みかん科：みかん( ）属 おとぎりそう科：マンゴスチンCitrus

( )Garciniamangostana

アジア：イスラエル、イラク、 ・生植物及びその部分並びに生果実 〔略〕 アジア：中華人民共和国、イン ・生植物及びその部分並びに生果実 〔略〕Anarsia Anarsia
イラン、インド、キプロス、 ばら科：さくら( )属、りん ド 、パキ スタン、サ イプラ ばら科：りんご( )属、さくらlineatella Prunus lineatella Malus

Zeller シリア、中華人民共和国、ト ご( )属 Zeller ス、イラク、イスラエル、レ ( )属Malus Prunus
ルコ、パキスタン、レバノン バノン、イラン、シリア、ト

ルコ

ヨーロッパ：イタリア、オース ヨーロッパ：オーストリア、ベ

トリア、ギリシャ、スイス、 ルギー、ブルガリア、フラン

スウェ－デン、スペイン、ド ス、ドイツ、ギリシャ、ハン

イツ、 ハンガ リー、フラ ン ガリー、イタリア、マルタ、

ス、ブルガリア、ベルギー、 ポーランド、スペイン、スウ

ポーランド、マルタ、旧ソビ ェ－デン、スイス、旧ユーゴ

エト連邦、旧ユーゴスラビア ースラヴィア、旧ソヴィエト

アフリカ：アルジェリア、エジ 連邦

プト、 チュニ ジア、モロ ッ 北アメリカ：カナダ、アメリカ

コ、リビア 合衆国

北アメリカ：アメリカ合衆国、 アフリカ：アルジェリア、エジ

カナダ プト、リビア、モロッコ、テ

ュニジア

北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕Elasmopalpus Elasmopalpus

エルサ ルバド ル、グアテ マ メ キシコ 、バーミュ ーダ諸lignosellus lignosellus
Zeller ラ、コ スタリ カ、ニカラ グ Zeller 島、コスタ・リカ、エル・サ

ァ、西インド諸島、パナマ、 ルヴァドル、グァテマラ、ニ

バーミューダ諸島、メキシコ カラグァ、パナマ、西インド

南アメリカ：アルゼンチン、ガ 諸島

イアナ、パラグアイ、フラン 南アメリカ：ヴェネズエラ、ペ

ス領ギアナ、ブラジル、ベネ ルー、フランス領ギアナ、ガ

ズエラ、ペルー イアナ、ブラジル、パラグァ

イ、アルゼンティン



改 正 後 現 行

アジア：インド、インドネシ 〔略〕 〔略〕 アジア：台湾、中華人民共和 〔略〕 〔略〕Omphisa Omphisa

ア、カンボジア、シンガポー 国、香港、インド、インドネanastomosalis anastomosalis
Guene ル、ス リラン カ、タイ、 台 Guene シ ア （ 東 テ ィ モ ー ル を 含é é

湾、中華人民共和国、パキス む）、ヴィエトナム、カンボ

タン、バングラデシュ、東テ ディア、シンガポール、スリ

ィモール、ベトナム、香港、 ・ ランカ 、タイ、パ キスタ

マレーシア、ミャンマー、ラ ン、バングラデシュ、マレイ

オス シア、ミャンマー、ラオス

大洋州：ハワイ諸島 大洋州：ハワイ諸島

北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ 〔略〕 〔略〕Diabrotica Diabrotica
カナダ、メキシコ 合衆国、メキシコundecimpunctata undecimpunctata

Mannerheim Mannerheim

ヨーロッパ：アルバニア、イタ ・生植物及びその部分並びに生茎葉 〔略〕 ヨーロッパ：ノールウェー、ス ・生植物及びその部分並びに生茎葉 〔略〕Otiorhynchus Otiorhynchus
リア、英国、オ－ストリア、 ばら科：おらんだいちご ウェーデン、デンマーク、連 ばら科：おらんだいちごovatus ovatus

(Linné) オ ラ ン ダ、ギ リシャ、ス イ ( )属、きいちご( ) (Linn) 合王国、オランダ、ルクセン ( )属、きいちご( )Fragaria Rubus Fragaria Rubusé
ス 、 ス ウェー デン、スペ イ 属 ブ ルグ、 ベルギー、 フラン 属

ン、デンマーク、ドイツ、ノ ・生果実 ス 、モナ コ、ドイツ 、スイ ・生果実

ルウェー、ハンガリー、フィ ばら科：おらんだいちご ス 、ポ ルトガル、 スペイ ばら科：おらんだいちご

ンランド、フランス、ブルガ ( )属、きいちご( ) ン、イタリア、マルタ、フィ ( )属、きいちご( )Fragaria Rubus Fragaria Rubus
リア、 ベルギ ー、ポーラ ン 属 ン ランド、ポーランド、オ 属

ド、ポルトガル、マルタ、モ ぶどう科：ぶどう( )属 ーストリア、旧チェッコスロ ぶどう科：ぶどう( )属Vitis Vitis
ナコ、ルクセンブルク、ルー ・穀類 ヴァキア、ハンガリー、旧ユ ・穀類

マニア、旧ソビエト連邦、旧 あぶらな科：あぶらな( ーゴースラヴィア、アルバニ たで科：そば( )属Brassica Fagopyrum
rapa Brassica Brassicaチェコスロバキア、旧ユーゴ )、からしな( ア、ギリシャ、ル－マニア、 あぶらな科：からしな(

juncea juncea Brassicaスラビア ) ブルガリア、旧ソヴィエト連 )、あぶらな(

北アメリカ：アメリカ合衆国、 たで科：そば( )属 邦 )Fagopyrum rapa

カナダ ・牧草 北アメリカ：カナダ、アメリカ ・牧草

大洋州：ニュージーランド いね科 合衆国 いね科

まめ科 大洋州：ニュー・ジーランド まめ科

アフリカ：南アフリカ共和国 ・生植物及びその部分 〔略〕 アフリカ：南アフリカ共和国 ・生植物及びその部分 〔略〕Naupactus Naupactus

北アメリカ：アメリカ合衆国 いも類 北アメリカ：アメリカ合衆国 双子葉植物の広葉樹leucoloma leucoloma
(Boheman) 南アメリカ：アルゼンチン、ウ 球根類 (Boheman) 南アメリカ：アルゼンティン、 球根類

ルグアイ、チリ、ブラジル、 根菜類（たまねぎを除く。） ブラジル、チリ、ペルー、ウ 根菜類（たまねぎを除く）

ペルー 双子葉植物の広葉樹 ルグァイ いも類

大洋州：オ－ストラリア、ニュ 大洋州：オ－ストラリア、ニュ

ージーランド ー・ジーランド

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生果実 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ ・生果実 〔略〕Conotrachelus Conotrachelus

カナダ ばら科：さくら( )属、なし 合衆国 ばら科：りんご( )属、なしnenuphar Prunus nenuphar Malus
(Herbst) ( )属、りんご( )属 (Herbst) ( )属、さくら( )属Pyrus Malus Pyrus Prunus

北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ 〔略〕 〔略〕Dendroctonus Dendroctonus
カナダ 合衆国brevicomis brevicomis

LeConte LeConte

北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ 〔略〕 〔略〕Dendroctonus Dendroctonus
カナダ 合衆国ponderosae ponderosae

Hopkins Hopkins



改 正 後 現 行

アジア：イラン 〔略〕 〔略〕 アジア：イラン 〔略〕 〔略〕Scolytus Scolytus

ヨーロッパ：ヨ－ロッパ州（フ ヨーロッパ：ヨ－ロッパ州（たscolytus scolytus
(Fabricius) ィンランド及びアイスランド (Fabricius) だしフィンランド及びアイス

を除き、旧ソビエト連邦を含 ランドを除き、旧ソヴィエト

む。） 連邦を含む）

アジア：イラン 〔略〕 〔略〕 アジア：イラン 〔略〕 〔略〕Scolytus Scolytus
ヨーロッパ：ヨーロッパ州（ノ ヨーロッパ：ヨーロッパ州（たmultistriatus multistriatus

(Marsham) ルウェー、スウェーデン、フ (Marsham) だしノールウェー、スウェー

ィンランド及びアイスランド デン、フィンランド及びアイ

を除き、旧ソビエト連邦を含 スランドを除き、旧ソヴィエ

む。） ト連邦を含む）

アフリカ：アルジェリア、エジ 北アメリカ：カナダ、アメリカ

プト 合衆国

北アメリカ：アメリカ合衆国、 アフリカ：アルジェリア、エジ

カナダ プト

〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕Zabrotes Zabrotes
subfasciatus subfasciatus

Boheman Boheman

アジア：アフガニスタン、イス ・生植物及びその部分、生茎葉並びに 〔略〕 アジア：パキスタン、アフガニ ・生植物及びその部分、生茎葉並びに 〔略〕Eurygaster Eurygaster
ラエル、イラク、イラン、キ 種子 スタン、イラン、イラク、イ 種子integriceps integriceps

Puton プロス 、トル コ、パキス タ いね科：おおむぎ( )属、か Puton スラエル、ジョルダン、レバ いね科：からすむぎ( )属、おHordeum Avena
ン、ヨルダン、レバノン らすむぎ( )属、こむぎ ノン、トルコ、サイプラス おむぎ( )属、らいむぎAvena Hordeum

ヨーロッパ：ギリシャ、ブルガ ( )属、らいむぎ ヨーロッパ：ギリシャ、ルーマ ( )属、こむぎ( )Triticum Secale Triticum
リア、ルーマニア、旧ソビエ ( )属 ニア、ブルガリア、旧ソヴィ 属Secale

ト連邦 ・牧草 エト連邦 ・牧草

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

( )属、らいむぎ ( )属、こむぎ( )Triticum Secale Triticum
( )属 属Secale

北アメリカ：アメリカ合衆国、 ・生植物及びその部分（観賞用切花及 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ ・生植物及びその部分 〔略〕Lygus Lygus

カナダ、メキシコ び切枝を含む） 合衆国、メキシコ （観賞用切花及び切枝を含む）lineolaris lineolaris
(PalisotdeBe あおい科：わた( (PalisotdeBe ばら科Gossypium

auvois) ) auvois) まめ科indicum
あかざ科：ふだんそう( )属 きく科Beta

あぶらな科：キャベツ、ブロッコ ぼたん科：ぼたん( )属Paeonia

リー( ) なでしこ科：カーネーションBrassicaoleracea
きく科 ( ）Dianthuscaryophyllus

せり科：セロリー( あかざ科：ふだんそう( )属Apium Beta
graveolens Apium) せり科：セロリー(

なす科：たばこ( )属、ば )Nicotiana graveolens
れいしょ( ） あぶらな科：キャベツ、ブロッコSolanumtuberosum

なでしこ科：カーネーション リー( )Brassicaoleracea
( ） なす科：たばこ( )属、ばDianthuscaryophyllus Nicotiana

Solanumばら科 れいしょ(

ぼたん科：ぼたん( )属 ）、Paeonia tuberosum

Gossypiumまめ科 あおい科：わた(

）indicum
・牧草 ・牧草



改 正 後 現 行

北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ 〔略〕 〔略〕Blissus Blissus

カナダ、グアテマラ、西イン 合衆国、メキシコ、グァテマleucopterus leucopterus
(Say) ド諸島、パナマ、メキシコ (Say) ラ、パナマ、西インド諸島

南アメリカ：アルゼンチン、ガ 南アメリカ：ヴェネズエラ、フ

イアナ、コロンビア、スリナ ランス領ギアナ、ガイアナ、

ム、ブラジル、フランス領ギ スリナム、ブラジル、コロン

アナ、ベネズエラ、ペルー ビア、ペルー、アルゼンティ

ン

アジア：イスラエル 〔略〕 〔略〕 アジア：イスラエル 〔略〕 〔略〕Circulifer Circulifer

ヨーロッパ：シチリア島、スペ ヨーロッパ：スペイン、シシリtenellus tenellus
（Baker） イン （Baker） ー島

アフリカ：アルジェリア、エジ アフリカ：アルジェリア、エジ

プト、カナリア諸島、スーダ プト、リビア、モロッコ、テ

ン、チュニジア、ナミビア、 ュニジア、カナリー諸島、南

南アフ リカ共 和国、モロ ッ アフリカ共 和国、ナミビ

コ、リビア ア、スーダン

北アメリカ：アメリカ合衆国、 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、ジャマイカ、プエ

メキシコ ルトリコ

大洋州：ハワイ諸島 大洋州：ハワイ諸島

北アメリカ：アメリカ合衆国、 〔略〕 〔略〕 北アメリカ：カナダ、アメリカ 〔略〕 〔略〕Empoasca Empoasca

カナダ、コスタリカ、西イン 合衆国、コスタ・リカ、西イfabae fabae
(Harris) ド諸島 (Harris) ンド諸島

南アメリカ：アルゼンチン、ガ 南アメリカ：ヴェネズエラ、ガ

イアナ、ブラジル、ベネズエ イアナ、ペルー、ブラジル、

ラ、ペルー アルゼンティン

アジア：アフガニスタン、イラ 〔略〕 〔略〕 アジア：中華人民共和国、台 〔略〕 〔略〕Aleurocanthus Aleurocanthus

ン、インド、インドネシア、 湾、ヴィエトナム、タイ、マwoglumi woglumi
Ashby シンガポール、スリランカ、 Ashby レイシア、シンガポール、フ

タイ、 台湾、 中華人民共 和 ィリピン、インドネシア（東

国、ネパール、パキスタン、 ティモールを含む）、ミャン

東ティモール、フィリピン、 マ ー、イ ンド、スリ ・ラン

ベトナム、マレーシア、ミャ カ、ネパール、パキスタン、

ンマー アフガニスタン、イラン

ヨーロッパ：アゾレス諸島 ヨーロッパ：アゾレス諸島

アフリカ：ウガンダ、ケニア、 アフリカ：ケニア、ウガンダ、

セーシェル、タンザニア、南 タンザニア、南アフリカ共和

アフリカ共和国 国、セイシェル

北アメリカ：アメリカ合衆国、 北アメリカ：アメリカ合衆国、

コスタリカ、ニカラグア、西 メキシコ、ニカラグァ、コス

インド諸島、パナマ、メキシ タ・リカ、パナマ、西インド

コ 諸島

南アメリカ：エクアドル、コロ 南アメリカ：コロンビア、エク

ンビア アドル



改 正 後 現 行

アジア：アゼルバイジャン、ア 〔略〕 〔略〕 アジア：インド、インドネシア 〔略〕 〔略〕Xiphinema Xiphinema

ルメニア、インド、インドネ （ 東 テ ィ モ ー ル を 含index index
Thorneet シア、イスラエル、イラク、 Thorneet む）、イスラエル、イラク、

Allen イラン、ウズベキスタン、キ Allen イ ラン、 サイプラス 、トル

プロス、タジキスタン、トル コ、パキスタン、アゼルバイ

コ、パキスタン、東ティモー ジャン、アルメニア、ウズベ

ル キスタン、タジキスタン

ヨーロッパ：アルバニア、イタ ヨーロッパ：アルバニア、イタ

リア、 ウクラ イナ、ギリ シ リア、ギリシャ、スペイン、

ャ、スペイン、ドイツ、ハン ドイツ、ハンガリー、フラン

ガリー、フランス、ブルガリ ス、ブルガリア、ポーラン

ア、ポ ーラン ド、ポルト ガ ド、ポルトガル、マルタ、ル

ル、マルタ、モルドバ、ルー ーマニア 、旧ユーゴースラ

マニア 、旧ユーゴスラビア ヴィア、ウクライナ、モルド

北アメリカ：アメリカ合衆国 ヴァ

南アメリカ：アルゼンチン、チ 北アメリカ：アメリカ合衆国

リ、ブラジル、ペルー 南アメリカ：アルゼンティン、

アフリカ：アルジェリア、南ア チリ、ブラジル、ペルー

フリカ共和国 アフリカ：アルジェリア、南ア

大洋州：オーストラリア フリカ共和国

大洋州：オーストラリア



改 正 後 現 行

〔削る。〕 別記様式９（第７関係）

特定重要病害虫発見報告

１．発見した特定重要病害虫名

（１）学名

（２）和名（和名がない場合は英名）

（３）発見時の態

２．寄生（付着）植物名

３．寄生（付着）状況

（１）寄生（付着）部位

（２）寄生（付着）程度

４．発見年月日

５．荷口の状況

（１）検査場所（港又は飛行場）

（２）輸送方法

（３）生産国

（４）仕出港（飛行場）

（５）生産国又は仕出国の検査証明書の有無

６．処分

（１）処分年月日

（２）処分方法

７．発見者

８．同定者

９．その他

〔削る。〕 別記様式１０（第７関係）

特定重要病害虫発見報告（ 年１月～１２月分）

植物防疫所

発 見 病 寄 生 及 び

害虫 付着植物 寄生(付着) 発見年月日 検査場所（港又 輸送方法 生産国 仕出港 検 疫 証 明 処分年月日 処分方法

の程度 は飛行場内） 書の有無

学名 部位


