
「輪出国植物防疫機関に対する通報実施要綱」

(昭和52年8月25日付け52農蚕第5308号農蚕園芸局長通達)の一部改正

新 旧 対 照 表

（下線部は改正箇所）

改 正 後 現 行

第１～４（略） 第１～４（略）

別表（第２関係） 別表（第２関係）

１．～２． （略） １．～２． （略）

３．植物防疫法施行規則 別表２の２に掲げる検疫有害動植物 ３．植物防疫法施行規則 別表２の２に掲げる検疫有害動植物

学名 和 名 学名 和 名

Phytophthor kernoviae Phytophthor kernoviae

Phytophthora ramorum Phytophthora ramorum

Potato spindle tuber viroid ジャガイモやせいもウイロイド Potato spindle tuber viroid ポテトスピンドルチューバ―ウイロイド

Pepino mosaic virus （新設）

Columnea latent viroid （新設）

Mexican papita viroid （新設）

Tomato apical stunt viroid （新設）

Tomato chlorotic dwarf viroid （新設）

４．特定重要病害虫 ４．特定重要病害虫

学 名 和 名 学 名 和 名

真菌及び粘菌 真菌及び粘菌

Aposporina morbosa Aposporina morbosa

Ceratocysis fagacearum ナラ類しおれ病菌 Ceratocysis fagacearum ナラ類しおれ病菌

Deuterophoma tracheiphila Deuterophoma tracheiphila



Drechslera iridis Drechslera iridis

Eutypa lata Eutypa lata

Guignardia citricarpa Guignardia citricarpa

Ophiostoma ulmi ニレ類立枯病菌 Ophiostoma ulmi ニレ類立枯病菌

Puccinia pittieriana Puccinia pittieriana

Sphaeropsis tumefaciens カンキツてんぐ巣病菌 Sphaeropsis tumefaciens カンキツてんぐ巣病菌

細菌 細菌

Candidatus Liberibacter africanus カンキツグリーニング病菌アフリカ型 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 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 Candidatus Liberibacter asiaticus カンキツグリーニング病菌アジア型

Spiroplasma citri Spiroplasma citri

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola イネ条斑細菌病菌 Xanthomonas oryzae pv. oryzicola イネ条斑細菌病菌

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa

ウイルス（ウイロイドを含む。） ウイルス（ウイロイドを含む。）

Fiji disease virus Fiji disease virus

Plum pox virus ウメ輪紋ウイルス Plum pox virus ウメ輪紋ウイルス

Potato yellow dwarf virus Potato yellow dwarf virus

Sweet potato mild mottle virus Sweet potato mild mottle virus

Potato spindle tuber viroid ジャガイモやせいもウイロイド Potato spindle tuber viroid ポテトスピンドルチューバーウイロイド

チョウ目 チョウ目

Anarsia lineatella モモキバガ Anarsia lineatella モモキバガ

Elasmopalpus lignosellus モロコシマダラメイガ Elasmopalpus lignosellus モロコシマダラメイガ

Omphisa anastomosalis サツマイモノメイガ Omphisa anastomosalis サツマイモノメイガ

ハエ目 ハエ目

Anastrepha fraterculus ミナミアメリカミバエ Anastrepha fraterculus ミナミアメリカミバエ

Anastrepha ludens メキシコミバエ Anastrepha ludens メキシコミバエ



Anastrepha suspensa カリブミバエ Anastrepha suspensa カリブミバエ

Ceratitis rosa ナタールミバエ Ceratitis rosa ナタールミバエ

Orseolia oryzae イネノシントメタマバエ Orseolia oryzae イネノシントメタマバエ

Rhagoletis indifferens セイブオウトウミバエ Rhagoletis indifferens セイブオウトウミバエ

Rhagoletis pomonella リンゴミバエ Rhagoletis pomonella リンゴミバエ

コウチュウ目 コウチュウ目

Conotrachelus nenuphar スモモゾウムシ Conotrachelus nenuphar スモモゾウムシ

Dendroctonus brevicomis アメリカマツノコキクイムシ Dendroctonus brevicomis アメリカマツノコキクイムシ

Dendroctonus ponderosae アメリカマツノキクイムシ Dendroctonus ponderosae アメリカマツノキクイムシ

Diabrotica undecimpunctata ジュウイチホシウリハムシ Diabrotica undecimpunctata ジュウイチホシウリハムシ

Naupactus leucoloma シロヘリクチブトゾウムシ Naupactus leucoloma シロヘリクチブトゾウムシ

Otiorhynchus ovatus イチゴクチブトゾウムシ Otiorhynchus ovatus イチゴクチブトゾウムシ

Scolytus scolytus ヨーロッパニレノキクイムシ Scolytus scolytus ヨーロッパニレノキクイムシ

Scolytus multistriatus セスジキクイムシ Scolytus multistriayus セスジキクイムシ

Zabrotes subfasciatus ブラジルマメゾウムシ Zabrotes subfasciatus ブラジルマメゾウムシ

カメムシ目 カメムシ目

Aleurocanthus woglumi ミカンクロトゲコナジラミ Aleurocanthus woglumi ミカンクロトゲコナジラミ

Blissus leucopterus アメリカコバネナガカメムシ Blissus leucopterus アメリカコバネナガカメムシ

Circulifer tenellus テンサイヨコバイ Circulifer tenellus テンサイヨコバイ

Empoasca fabae ジャガイモヒメヨコバイ Empoasca fabae ジャガイモヒメヨコバイ

Eurygaster integriceps ムギチャイロカメムシ Eurygaster integriceps ムギチャイロカメムシ

Lygus lineolaris サビイロカスミカメ Lygus lineolaris サビイロカスミカメ

線虫 線虫

Xiphinema index ブドウオオハリセンチュウ Xiphinema index ブドウオオハリセンチュ

５．（略） ５．（略）


