
別添

分類 植物 検査件数
検査数量（ｋｇ）

（ただし木材に限り（m3））
関係する検疫有害動植物

穀物 トウモロコシ 10,608 38,151,383,896 参考１

穀物 コムギ 4,112 8,497,408,438 参考２

穀物 ソルガム 365 652,144,545 参考３

穀物 オオムギ 674 99,398,354 参考４

穀物 ソバ 773 56,824,167 参考５

穀物 キビ 239 7,977,943 参考６

穀物 エンバク 451 940,018 参考７

穀物 ライムギ 22 776,266 参考６

穀物 イヌビエ 9 220,838 参考６

穀物 カナリーシード 3 88,000 参考６

穀物 ペレニアルライグラス 12 72,878 参考６

穀物 アワ 2 44,303 参考６

穀物 ワイルドライス 38 20,455 参考８

穀物 テフ 3 4,315 参考６

穀物 キノア 117 2,117 参考６

豆類 ダイズ 14,327 7,150,748,005 参考９

豆類 ピーナッツ 971 40,905,625 参考１０

豆類 インゲン 811 20,372,438 参考１１

豆類 エンドウ 304 11,373,092 参考１２

豆類 ヒヨコマメ 271 3,472,612 参考１３

豆類 アズキ 56 1,639,580 参考１４

豆類 レンズマメ 120 497,063 参考１３

豆類 ササゲ 22 99,296 参考１３

豆類 ソラマメ 3 62,688 参考１３

乾燥植物（香辛料） メボウキ（バジル） 47 76,395 参考１５

乾燥植物（嗜好品） オレンジ 7 18,985 参考１６

乾燥植物（嗜好品） カカオ 117 933 参考１７

油糧 ゴマ 130 20,346,949 参考１８

油糧 ナタネ 16 532,856 参考１９

肥飼料（乾牧草を除く） ビート（ペレット） 945 485,853,890

肥飼料（乾牧草を除く） アルファルファ（キューブ・ペレット） 5,606 463,858,838

肥飼料（乾牧草を除く） ダイズ（粕） 923 374,331,709

肥飼料（乾牧草を除く） 綿 831 89,029,745

肥飼料（乾牧草を除く） ダイズ（粉・粉砕） 98 17,391,149

肥飼料（乾牧草を除く） ダイズ（ペレット） 148 13,640,912

肥飼料（乾牧草を除く） アルファルファ 124 10,702,520

肥飼料（乾牧草を除く） ダイズ 21 8,605,771

肥飼料（乾牧草を除く） アルファルファ（粉・粉砕） 155 7,606,943

肥飼料（乾牧草を除く） アニマルフィード（粕、粉・粉砕、ペレットを含む） 1,104 7,323,658

肥飼料（乾牧草を除く） ダイズ（その他の加工） 52 4,917,790

肥飼料（乾牧草を除く） 配合飼料（キューブ・ペレットを含む） 169 4,140,068

肥飼料（乾牧草を除く） トウモロコシ 7 3,209,737

肥飼料（乾牧草を除く） ミックスドキューブ 27 2,423,561

肥飼料（乾牧草を除く） チモシー（キューブ・ペレット） 63 1,878,379

肥飼料（乾牧草を除く） コムギ（キューブ・ペレット） 24 1,695,289

肥飼料（乾牧草を除く） サクラ属 69 1,547,797

肥飼料（乾牧草を除く） ミックスドヘイ（キューブ・ペレット） 31 1,087,928

肥飼料（乾牧草を除く） ビート（粉・粉砕） 25 1,001,587

肥飼料（乾牧草を除く） ヒマワリ属 20 397,990

肥飼料（乾牧草を除く） オリーブ（粕） 22 393,874

肥飼料（乾牧草を除く） ソルガム 3 233,755

肥飼料（乾牧草を除く） サトウキビ 5 173,361

肥飼料（乾牧草を除く） トウモロコシ（粉・粉砕） 30 125,581

肥飼料（乾牧草を除く） アマ 2 100,596

肥飼料（乾牧草を除く） ケンタッキーブルーグラス（キューブ・ペレット） 5 90,130

肥飼料（乾牧草を除く） クルミ属（粉・粉砕） 4 88,000

肥飼料（乾牧草を除く） 綿（粕） 2 77,140

肥飼料（乾牧草を除く） 鳥の餌（ペレット、その他の加工を含む） 527 31,435

生産資材 ピートモス 10 45,266

生産資材 混合園芸用培地 4 38,297

生産資材 ニレ属 1 22,000

生産資材 ココナッツ 2 3,867

生産資材 ミズゴケ 5 2,984

生産資材 コケ 2 109

木材 DOUGLAS FIR（マツ科トガサワラ属） 437 4,020,744

木材 PSEUDOTSUGA MENZIESII（マツ科トガサワラ属） 94 861,015

木材 種不明 41 85,705

木材 WHITE OAK（ブナ科コナラ属） 1,009 39,386

木材 PICEA(マツ科トウヒ属) 31 20,165

木材 ACER（ムクロジ科カエデ属） 272 7,155

米国産植物の輸入検査実績（2016-2018年）に基づき、新たに検査証明書の添付が必要となる植物

参考２０及び参考２１

参考２２

concerned quarantine pests
(Ref.)category plant name quantity inspected  (kg) 

*wood (m3)
number of 
inspection

Plants and plant commodities requiring PC anew based on the recent import record from U.S. to Japan (2016-2018). 

maize
wheat
sorghum
barley
buck wheat
millet
oat
rye
barn millet
Phalaris canariensis
perennial ryegrass
foxtail millet
Zizania palustris
Eragrostis tef
quinoa
soy bean
peanut
common bean
pea

azuki bean
chick pea

lentil
cowpea 
fava bean
basil
orange
cacao
sesame
rapeseed
beet (pellet)

alfalfa (cube, pellet)
soybean (meal)
cotton

soybean (powder, crushed) 
soybean (pellet)

alfalfa 
soybean 

alfalfa (powder, crushed) 
animal feed (inc. meal, powder, crushed, pellet) 

soybean (processed) 
feed mixtures (inc. cube, pellet) 

maize
mixed cube

Timothy (pellet, cube)
wheat (pellet, cube)

genus Prunus
mixed hay (cube, pellet)

beet (powder, crushed) 
genus Helianthus
olive (meal)

sorghum
sugarcane

maize (powder, crushed)
flax

 Kentucky bluegrass (cube, pellet)
genus Juglans (powder, crushed)

cotton (meal)
bird feed (inc. pellet, processed)

peat moss
horticultural medium mix

genus Ulmus
coconut

sphagnum moss
moss

unknown

wood

agricultural materials

 feed・manure 
(exc. hay)

oil seeds

dried plants (spice)

bean

cereal crop

dried plants (luxury 
grocery item)



分類 植物 検査件数 検査数量（ｋｇ）
（ただし木材に限り（m3））

関係する検疫有害動植物

木材 PRUNUS（バラ科サクラ属） 289 6,223

木材 HEMLOCK（マツ科ツガ属） 11 5,602

木材 OAK（ブナ科コナラ属） 206 4,519

木材 PINE（マツ科マツ属） 18 4,451

木材 PAULOWNIA（キリ科キリ属） 51 3,004

木材 CHAMAECYPARIS(ヒノキ科ヒノキ属) 10 2,846

木材 JUNIPERUS SILICICOLA（ヒノキ科ビャクシン属） 4 2,758

木材 THUJA PLICATA（ヒノキ科クロベ属） 5 2,158

木材 TSUGA HETEROPHYLLA（マツ科ツガ属） 5 1,862

木材 BASSWOOD（シナノキ科シナノキ属） 56 1,483

木材 BIRCH（カバノキ科カバノキ属） 29 1,310

木材 ASH（モクセイ科トネリコ属） 47 624

木材 ABIES （マツ科モミ属） 5 496

木材 CARYA（クルミ科ペカン属） 27 299

木材 POPLAR（ヤナギ科ヤマナラシ属） 27 106

木材 BETULACEAE（カバノキ科） 2 44

木材 CHERRY（バラ科サクラ属） 3 39

木材 NOTHOLITHOCARPUS DENSIFLORUS（ブナ科） 2 35

木材 PLATANACEAE（スズカケノキ科） 8 34

木材 EUCALYPTUS（フトモモ科ユーカリ属） 5 32

木材 LIRIODENDRON TULIPIFERA（モクレン科ユリノキ属） 5 15

木材 SEQUOIA SEMPERVIRENS（ヒノキ科セコイア属） 1 11

木材 SALICACEAE（ヤナギ科） 3 10

木材 CELTIS（ニレ科エノキ属） 4 8

木材 PERSIMMON（カキノキ科 カキ属） 3 6

木材 SASSAFRAS（クスノキ科サッサフラス属） 3 5

木材 AESCULUS（トチノキ科トチノチ属） 2 2

木材 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA（フウ科フウ属） 1 2

木材 CEDAR（マツ科ヒマラヤスギ属） 1 1

木材 ROBINIA（マメ科ハリエンジュ属） 1 1

木材 TAXUS（イチイ科イチイ属） 1 1

参考２３

category plant name
number of 
inspection

quantity inspected  (kg) 
*wood (m3)

concerned quarantine pests
(Ref.)

wood




