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[2] :ISPM15 の付属書 1：木材こん包に関連する承認された処理 
 

[3] 本文書の日付 2011 年 5 月 10 日 

文書の種類 ISPM 15:2009 の付属書１の改正案 

本文書の現在の段階 2011 年 5 月の SC で見直され各国協議用に承認 

出典 作業プログラムの主題：CPM-1(2006 年)によって追加された ISPM 
15（国際貿易における木材こん包材に関する規則）の見直し

（2006-011-02）；関連する作業プログラムの提出：2010 年 11 月

の SC によって追加された木材こん包材のフッ化スルフリル燻蒸
（2007-101）;2010 年 11 月の SC によって追加された木材こん包
材のマイクロ波照射(2007-114) 

主な段階 2003 年 3 月、ICPM-4 は ISPM 15:2002 を採択し、臭化メチルの見

直しを要求。 

2004 年 11 月、SC が仕様書 31 を承認。 

2005 年 2 月、TPFQ は ISPM15 の付属書 1 を IFQRG の勧告に基づ

いて修正するように要求。 

2005 年 4 月、SC は MC に向けて改訂された ISPM15 の付属書 1
をファースト・トラック処理で承認。 

2005 年 11 月、SC-7 は ISPM15 の付属書 1 を修正なしで SC に提

出するように勧告（異議はなし）。 

2005 年 11 月、SC は ISPM15 の付属書 1 を CPM に提出するよう

に勧告。 

CPM-1 (2006 年)は ISPM15 の付属書 1 の修正版を採択したが、

CPM の委員に対し、さらなる修正のための技術的なデータの提出

および作業プログラムへの ISPM 15:2002 の改定の追加を要求。 
2006 年 6 月、TPFQ は ISPM 15 を改定。 
2007 年 7 月、TPFQ は ISPM 15 を改定。 
2008 年 5 月、SC-7（SC の機能を果たす）は MC 向けの ISPM15
を承認。 
2008 年 11 月、SC は ISPM15 を CPM に提出するように勧告。 
CPM4（2009 年）は ISPM 15:2009 を採択したが、以下の副論題が

残された。1)さらなる研究のための処理の基準、および 2)付属書 1
におけるくん蒸のさらなる指導。 
2009 年 6 月、TPFQ は ISPM 15 の付属書 1 を改定。 
2010 年 9 月、TPFQ は誘電加熱およびフッ化スルフリル処理につ

いて考慮した、ISPM 15 の付属書 1 を改定。 
2011 年 5 月、SC は ISPM 15 の付属書 1 の改訂版を承認し、MC
に提出するよう求めた。 
 

注意 2011 年 2 月のテンプレートでフォーマットされている；2011 年 2
月 27 日に編集されている。2011 年 3 月 1 日に 2011 年 5 月の SC
用に定型化されている。2011 年 5 月 7 日に開催された SC 後に編

集されている。グレーで書かれている箇所は変更されていない。段

落ごとのコメントは受け付けていない。加盟国協議の議題となる変

更点には下線（追加事項）あるいは取り消し線（削除事項）を引い

ている。 
 



  
 

 
 

[4] 本付属書は、ＸＸ月における植物検疫措置に関する委員会によって採択された。 

 

 

 

本付属書は、ISPM 15:2009 基準の規範と一体を成すものである。 

[5] 付属書 1：木材こん包に関連する承認された処理 
 

[6] 樹皮を除皮した木材の使用 
 

[7] 適用される処理の種類に関わらず、木材こん包材は樹皮を除去した木材から製造され

なければならない。この基準に関して、次の条件を満たせば、視覚的に個別にはっき

りと判別できる樹皮の小片がいくつ残っていても差し支えない： 
 

[8] -   （長さに関わらず）幅 3センチメートル未満のもの、または 

-    幅が 3 センチメートルを超えているものであっても、個々の樹皮片の表面積が 50

平方センチメートル未満のもの 

 

[9] 臭化メチル処理の場合は、木材に樹皮が残っていると処理効率に影響するため、樹皮

の除去を処理前に実施しなければならない。熱処理の場合は、樹皮の除去は処理する

前でも後でも実施することができる。 
 

 

[10] 熱処理 

[11] 様々なエネルギー源又はプロセスがこれらの条件を満たすのに適切な場合がある。例

えば、キルン・ドライ、熱の使用が可能な薬剤加圧注入、誘電放射（マイクロ波、高

周波（radio frequency）など）又はその他の処理方法は、本基準で規定された熱処理

の条件を満たせば、すべて熱処理とみなすことができる。 
 

[12] NPPO は、処理中に目標温度が維持されることを確保するために、 も冷えていると思

われる場所で処理温度が監視されることを保証しなければならない。木材の も冷え

ている場所は、エネルギー源又は適用される処理によって異なる。熱源としてマイク

ロ波を利用する場合は、木材の も冷えている個所は表面である。 

 

[13] 従来の蒸気又はキルン乾燥加熱室を利用する熱処理（マークの処理方法コード: HT） 
 

[14] 従来の加熱室技術を使用するときは、木材の(中心部を含む)断面全体が連続して 低

30 分間、少なくとも 56℃以上に達することが基礎的な要求事項である。 
 
 



   
 

[15] この温度は、木材の中心部に温度センサーを設置することで測定できる。もう一つの

方法として、加熱室の様々な場所に置いた木材の中心部の温度が測定され、木材の断

面全体が連続して 30 分間少なくとも 56℃以上を達成することを証明する加熱室の空間

部温度に関連づけられる一連の試験処理に基づき処理スケジュールを作成することが

できる。処理スケジュールは NPPO により規定又は承認されるものとする。 

[16]      加熱実施者の認可及び監査を行う際、NPPO は以下の事項について、処理に含まれる

要素により適切に取り組まれることを確保すべきである。 

[17] 

1. 加熱室は密閉され、床の断熱材を含めて十分に断熱されている。 

2.  積まれた木材の周囲とその中を通過する空気が均一に流れるように、加熱室を設計する。

木材の周囲とその中における空気の流れを 大化するように、処理される木材を荷積み

する。 

3. 加熱室内の区域に置かれた空気偏向板と、木材のユニットの間にあるスペーサーが空気

の流れを 大化するように使用される。 

4. 処理中に空気を循環させるために送風機が使用される。 

5. 加熱室内の も気温の低い場所が特定され、温度センサーはこの場所に設置される。 

6. 木材に挿入された温度センサーに基づいて処理を決定する場合は、少なくとも２つの温

度センサーを使用する。これらの温度センサーは木材の中心温度を計測するのに適した

ものである。複数の温度センサーを使用することで、処理プロセス中に温度センサーに

何かしらの欠陥があった場合に、それに気づくことができる。中心温度が測定されるよ

うに、温度センサーは木材の端から少なくとも 30cm 離れた所に挿入し、木材の中心ま

で、又はパレットブロックの中心に挿入する。 も大きい体積の木材がこれに使用され

るべきである。温度センサーを挿入するために開けられた穴は、大気温度の空気の流入

によって温度測定に影響を与えることを防止するために密封する。 

7. 処理をしている間、加熱室内の空気の流れが定期的に反転する場合は、 も温度が低く

なる場所の位置の変化を明らかにするために、より多くのセンサーを使用する。 

8. 処理スケジュールが加熱室の気温の測定に基づき、種類の異なる木材（例えば、特定の

種及びサイズ）の処理に使用される場合、そのスケジュールは、扱う木材の種と厚さを

考慮に入れるものとする。木材梱包材を扱う加熱室では、処理スケジュールに準じて、

低 2つ以上の温度センサーを使用する。 

9. 計測用及び記録用の機器を含む温度センサーが、NPPO が指定した頻度において較正され

る。 

10. 要求された一定の時間、規定された 低温度が維持されていることを確保するため、す

べての処理が行われている間、温度を監視する。もし温度が維持されていない場合は、

全ての木材が要求事項を満たすように処理されたことを確保するため、処理を再スター

トするか、又は処理時間を延長し温度を上げる。 

11. 監査目的のために、熱処理及び較正に関する記録は、NPPO が指定している期間中は処

理実施者によって保管しなければならない。 

 

[18] 誘電加熱室を利用する熱処理（マークの処理方法コード：DH） 

[19] 

 

誘電加熱は、誘電放射線源（例えば、マイクロ波、高周波）により放出される電磁波

の交流電界に基づいている。不均整の電荷分布を伴う化合物、いわゆる双極子の形質

（例えば、水）は、この電界に沿って適応し、電界に振動する傾向がある（例えば、



  
 

 
 

 

 

[20] 

 

 

 

 

[21]      

2.45 MHz で毎秒 2.45 百万回の振動）。このプロセスにより生じる摩擦は、電気エネル

ギーを熱エネルギーへと変える。 

 

熱処理の適用が、誘電放射（例えば、マイクロ波）を利用して実施される場合、一片

の も小さい面積部分を横切って計測した時に横断面が 20 センチメートルを超えない

木材で作られている木材こん包材は、木材表面全体にわたって 低 60℃で 1 分間加熱

されなければならない。大気温度から指定温度までの加熱は、30 分以内に行われなけ

ればならない。 

 

処理スケジュールは NPPO により指定又は承認されるものとする。 

 

[22] 熱処理の業者の認可及び監査をする場合は、NPPO は、処理実施者が以下の要素に適切

に対応することを保証しなければならない； 

[23] 1. 誘電加熱処理がバッチ処理又は連続工程によって実施されるかに関係なく、もし

オペレータが指定温度に達しているかどうかを評価するために表面温度を測定す

る場合は、オペレータは木材全体（表面も含む）にわたる内部温度が 1 分間 60℃
を超えているか保っていることを試験により 初に確認しておかなければならな

い。表面温度を測定するためには、少なくとも 2 種類の温度センサーが使用され

なければならない。 

2. 厚さが 5cm 以上の木材に関しては、2.45GHz での誘電加熱は加熱の均一性を確保

するために、マイクロ波・エネルギーを供給するための双方向適用又は複数の導

波管を必要とする。厚さが 5cm 以下の木材に関しては、加熱室内における加熱の

均一性が検査されなければならず、また加熱の均一性を確保するために必要であ

れば装置を改造しなければならない。 

3. 測定及び記録装置を含む温度センサーは、NPPO によって指定されている頻度で較

正される。 

4. 処理実施者の監査目的のために、熱処理及び較正に関する記録は、NPPO が指定し

ている期間中は処理実施者によって保管しなければならない。 

 

[24] 臭化メチル処理（マークの処理方法コード:MB） 

[25] 臭化メチルの使用は、植物検疫措置としての臭化メチルの使用の代替と削減に関する

IPPC 勧告(CPM、2008)を考慮して実施されるべきである。NPPO はこの基準で承認され

た代替処理の利用を促進するよう推奨される。１ 

[26] 木材こん包材は、表 1 に記載される温度及び 終残存ガス濃度で、24 時間以上にわた

り 低の濃度-時間積 2(CT)を達成するスケジュールに従って、臭化メチルくん蒸され

なければならない。もし 低 終濃度が合致しない場合は、処理時間のわずかな延長

（例えば、１－２時間）は要求された CT 値を達成するために容認することができる。

濃度は空間部で測定されることになるが、この CT 値は木材の中心部を含め木材全体に

ついて達成されなければならない。木材および周囲の大気の 低温度は 10℃以上、

低くん蒸時間は 24 時間以上でなければならない。ガス濃度のモニタリングは、少なく



   
 

ても 2 時間、4 時間、24 時間の時点で実施しなければならない。（処理時間が長く、

濃度が低かった場合は、くん蒸の 後の時点で追加的なガス濃度測定が記録されるべ

きである。） 

[27] 表 1:木材こん包材に対する 24 時間以上の臭化メチルくん蒸における 低 CT 値 

[28] 

 

 

 

 

 

[29] 

 

 

[30] 

 

[31] 

 

温度 

(C) 

24 時間以

上の CT 値
(g·h/m3) 

24 時間後の 低 終濃度
(g/m3)# 

 

21 以上 650 24 

16 以上 800 28 

10 以上 900 32 

# 終濃度が 24 時間後に達成されていなかった場合、濃度における 5％までの逸脱は、規

定された CT 値を達成するための処理の 後に処理時間が追加されることを条件に、許され

る。 

 

規定の要件を達成するために使用することができるスケジュールの 1 例を表 2 に示

す。 

 

表 2: 臭化メチル処理される木材こん包材に対して必要とされる 小 CT 値を得る処理

スケジュールの例(収着または漏洩が多い条件下では初期薬量はより多くすることが必

要となる場合がある)。 
 

[32] 温度 

(C) 

薬量 (g/m3) 

 

低濃度 (g/m3)  

2 時間 4 時間 24 時間 

21 以上 48 36 31 24 

16 以上 56 42 36 28 

10 以上 64 48 42 32 
 

[33] NPPO は、この基準に基づく臭化メチル処理の適用に関係する者によって以下の要素が

適切に取り扱われることを確保しなければならない。 

[34] 1. ガスが均一化するのを確保するため、くん蒸のガス拡散の段階でファンが適切に使

用される。また、ファンは、くん蒸剤がくん蒸施設全体に急速かつ効果的に拡散す

ること（投薬１時間以内が望ましい）を確保できるように設置されるべきである。

2. くん蒸施設にはその容積の 80%を超えて搬入しない。 

3. くん蒸施設は充分に目張りをし、可能な限り気密性を保つ。くん蒸がシートの下で

実施される場合は、これらのシートはガス非透過性材料で作られなければならず、

縫い目及び床面で適切に目張りされなければならない。 

4. くん蒸場所の床面は、くん蒸剤が浸透しないものであるかまたはガス非透過性シー

トが床面に敷かれなければならない。 

5. くん蒸施設に入る前にくん蒸剤を完全に気化させるため、臭化メチルを適用するた

めの気化器の使用（"加温ガス化"）を考慮しなければならない。 
6. 臭化メチル処理は一片の も小さい面積部分を横切って計測した時に横断面が 20

センチメートルを超える木材こん包材には実施しない。そのため木材の積み付けに

は、臭化メチルの充分な循環及び浸透を確保するため、隔離のための仕切りが必要



  
 

 
 

であろう。一片の も小さい面積部分を横切って計測した時に横断面が 20 センチ

メートルを超える木材部分を含む木材梱包材は臭化メチルくん蒸により処理される

べきではない。 

7. 臭化メチルの濃度は、いつガスの均衡が達成されるかを確認するために、常にガス

の注入点から も離れた場所及びその他の地点において測定されなければならな

い。 

8. 臭化メチルの投薬量を計算する際は、適用される臭化メチルの総量が必要とされる

単位薬量を満たすことを確保するために、あらゆる混合剤（例えば、2%クロルピク

リン）に対して補正がなされる。 

9. 初期単位薬量及び処理後の製品取扱い手順は、処理済みの木材こん包材または関連

製品（例えば、ポリスチレン製箱）による臭化メチルの予想される収着を考慮す

る。 

10. 製品または周囲の大気の測定温度（いずれか低い方）は、臭化メチルの薬量を計算

するのに使われ、全処理時間を通して 10℃以上（木材の中心部を含む）でなけれ

ばならない。 

11. くん蒸される木材こん包材は、くん蒸剤を通さない材料で包まれたり、又は塗装さ

れたりしない。 

12. ガス濃度と温度（使用した場合は）の測定に使用した機器は NPPO が指定した頻度

において較正される。 

13. 臭化メチル処理および較正に関する記録は、監査を目的として、NPPO によって定

められた期間、処理実施者によって保管される。 

[35] NPPO は、技術的かつ経済的に実行可能な場合は、（植物検疫措置としての臭化メチル
の使用の代替と削減に関する IPPC 勧告(CPM、2008 年)で述べられているとおり）大気

中への臭化メチル排出を削減または撤廃するために措置が取られることを推奨すべき

である。 

 

[36] 

 

代替処理および承認された処理スケジュール改正案の採択 

[37] 

 

 

 

 

[38]   

 

[39] 

新たな技術的情報が利用可能になることにより、既存の処理は見直され、改正される

ことがある。そして木材こん包材の代替処理及び/または新たな処理スケジュールが植

物検疫措置に関する委員会によって採択される場合がある。新たな処理または改正さ

れた処理スケジュールが木材こん包材に対して採択され、この ISPM に盛り込まれた場

合であっても、以前の処理及び/またはスケジュールの下で処理された材は再処理また

は再マークを施す必要はない。 

 
1 加えて、IPPC 締約国はオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に基

づいた義務を負うこともある。 
 
2  この基準において臭化メチル処理に用いられる CT 値は全処理時間における濃度(g/m
３)と時間(h)の積の合計である。 

 



   
 

 

[2] 本植物検疫処理は 201Ｘ年Ｘ月Ｘ日に植物検疫措置に関する委員会により採択された。 

本附属書は 2007 年 ISPM28 で規定された箇所である。 

[3] ISPM 28：2007 付属書Ｘ：木材こん包材に対する誘電加熱を用いた熱処理(20--) 

[4] 公開履歴 

[5] 
本文書の日付 2011 年 5 月 16 日 

文書の種類 ISPM 28:2007 の新付属書 XX の草稿 

本文書の現在の段階 2011 年 6 月 各国協議に向けて承認 

出典 CPM-1 (2006 年)は ISPM 15（国際貿易における木材こん包材の規制）の 2006-
011 の改訂を追加 

2010 年 11 月の SC にて、「木材こん包材のマイクロ波照射 2007-114」を追加 

主な段階 2006 年 12 月、TPPT に処理を提出。 

2007 年 7 月、 TPFQ による検討の後、文書改訂。 

2007 年 12 月、さらに改訂された文書を TPPT に提出。 

2009 年 7 月、TPFQ による検討の後、文書修正。  

2009 年 10 月、 追加情報を TPPT に提出。 

2010 年 7 月、文書更新。  

2011 年 3 月 29 日、文書を SC 電子会議フォーラム に提出、SC の意見に基づき

改訂。 

文書を SC 電子会議投票に提出。 

2011 年 5 月 SC で、各国協議に向けて承認。 

注 2011 年 5 月、ISPM 15:2009 に対する付属書 1 の草案の変更点に従い体裁を整

え、改訂された。  
 

[6] 処理範囲 

[7] 本処理は、ツヤハダゴマダラカミキリ(Anoplophora glabripennis) (ALB)、マツノザイセン

チュウ(Bursaphelenchus xylophilus) (PWN) 1 及び ISPM 15 に規定された処理基準を満た

していることが求められる有害動植物の侵入及びまん延の危険を減らすための誘電加熱を用

いた木材こん包材の熱処理に適用するものである。 

[8] 処理の範囲 

[9] 処理名 誘電加熱を用いた木材こん包材に対する熱処理 

[10] 有効成分 該当なし 

[11] 処理の種類 熱 

[12] 対象有害動植物 ツヤハダゴマダラカミキリ (Anoplophora glabripennis) (ALB) 及びマツ

ノザイセンチュウ(Bursaphelenchus xylophilus) (PWN) 



  
 

 
 

[13] 対象規制品目 横断面が 20 cm を超えない剥皮された木材 

[14] 処理基準 

[15] 誘電放射（例えば、マイクロ波）を用いて熱処理が行われる場合、 小の一片の横断面が

20 cm 以下の木材から成る木材こん包材を測定するには、木材の断面が 1 分間で 60 ˚C 以上

になるように加熱しなければならない。 

[16] 95％の信頼度の ED99.99683よりも大きい数値が、Anoplophora glabripennis の幼虫と蛹及び

あらゆる成長過程の Bursaphelenchus xylophilu を駆除するための効果的で信頼性のある

処理水準となる。 

[17] 国家植物防疫機関(NPPO)は、処理業者の認可及び監査にあたり、処理に関わる業者が以下

のことについて適切な取り組みを行っていることを確実としなければならない。 

[18] - 本処理は、目標温度の維持を確実なものとするため、 も温度の低い場所で監視され

るものとする。 

- 誘電加熱処理が、一括工程あるいは連続（運搬）工程において実施されるかどうかに

関わらず、操作者は、内部の温度が 1 分間で 60 ˚C あるいはそれ以上に熱されること

を、木材の断面に渡って予め実証しなければならない。表面温度の測定には少なくと

も 2 つの温度センサーを使用するものとする。 

- 厚さ 5 センチ以上の木材に関しては、2.45 GHz の誘電加熱を双方向に適用するこ

と、あるいは多数の導波管を使用することが、熱処理の均一を図るためのマイクロ波

エネルギーの伝送に必要とされる。厚さ 5 センチ以下の木材に関しては、加熱室にお

ける熱の均一化がテストされ、均一に加熱されるように装置を改良しなければならな

い。 

- 測定および記録の装置を含む温度センサーは、NPPO が規定する頻度で検査が行われ

る。 

 
 

[19] その他関連情報 

[20] 木材で温度が も低い部分は、適用されるエネルギー源やプロセスにより異なる。マイクロ

波を熱源とする場合、表面の温度が も低くなる。 

[21] TPPT は ALB と PWN に関するこの処理の評価の基礎を、2003 年 Fleming ら、2010 年

Hoover らによりそれぞれ報告された研究活動に置いた。 

[22] 他の有害動植物に対する本処理の一般的な効果は以下により支持された；2004 年 Fleming
ら、2008 年 Henin ら、2002 年及び 2003 年 Soma ら、1991 年 Tomminen, J、Halik, S、
Bergdahl ら、及び 1992 年 Nuorteva, M。 

[23] 文献 

Dubois, T., Hajek, A.E. & Smith, S. 2002 年。人工飼料でのツヤハダゴマダラカミキリ(鞘
翅目: カミキリムシ科)の飼育方法。『アメリカ昆虫学会 紀要』、95: 223–230 

Fleming, M., Hoover, K., Janowiak, J., Fang, Y., Wang, X., Liu, W., Wang, Y., Hang, X., 
Agrawal, D., Mastro, V. & Roy, R. 2003 年。頑丈な木材こん包材(木枠や木箱の製材)
のマイクロ波照射：アメリカに侵入するツヤハダゴマダラカミキリ(Anoplophora 
glabripennis)の効果的な駆除方法。『Forest Products Journal』、52: 1–7 



   
 

Fleming, M.R., Janowiak, J.J., Kearns, J., Shield, J.E., Roy, R., Agrawal, D.K., Bauer, 
L.S., Miller, D.L. & Hoover, K. 2004 年。固い木材こん包材に寄生するカミキリムシ

科の幼虫を絶滅させるためのマイクロ波処理の増加変数。『Forest Products 
Journal』、54 (7/8): 80–84 

Henin, J.-M., Charron, S., Luypaert, P.J., Jourez, B. & Hebert, J. 2008 年。ISPM 15 の

枠内における木材のマイクロ波処理の効果を制御するための戦略。『Forest 
Products Journal』、58: 75–81 

Hoover, K., Uzunovic, A., Gething, B., Dale, A., Leung, K., Ostiguy, N. & Janowiak, J.J.
2010 年。木材に侵入したマツノザイセンチュウ(Bursaphelenchus xylophilus)の致死

温度をマイクロ波エネルギーで測定。印刷中。 

Soma, Y., H. Naito, H., Misumi, T., Tsuchiya, Y., Mizobuchi, M., Matsuoka, I., 
Kawakami, F., Hirata, K. & Komatsu, H. 2002 年。木材こん包材に寄生したマツノザイセ

ンチュウ(Bursaphelenchus xylophilus)に対するくん蒸剤の効果。2. 臭化メチル天幕くん蒸

によるマツノザイセンチュウの死亡率。『植物防疫所調査研究報告（日本）』、38: 13–19

Soma, Y., Goto, M., Naito, H., Ogawa, N., Kawakami, F., Hirata, K., Komatsu, H. & 
Matsumoto, Y. 2003 年。木材こん包材に寄生したマツノザイセンチュウ

(Bursaphelenchus xylophilus)の死亡率に対するくん蒸剤の効果。3. 臭化メチルによ

るマツノザイセンチュウの死亡率およびくん蒸の基準。『植物防疫所調査研究報告

（日本）』、39: 7–14 

Stamps, W.T. & Linit, M.J. 1995 年。一定の線虫における脂質染色の迅速かつ簡潔な方

法。『Journal of Nematology』、27: 244–247 

Tomminen, J., Halik, S. & Bergdahl, D.R. 1991 年 。 木 材 チ ッ プ に 侵 入 し た

Bursaphelenchus-xylophilus の生活環に対する培養温度および時間効果。『Journal 
of Nematology』、23: 477–484 

 Tomminen, J. & Nuorteva, M. 1992 年。工業用挽立材に侵入したマツノザイセンチュウ

(Bursaphelenchus xylophilus)および窯加熱(キルン加熱)による管理。『Journal of 
Forest Research（スカンジナビア）』、7: 113–120 

 

[24] 1 植物検疫処理の範囲には、処理の承認のための農薬の登録やその他自国の要件に関連する

問題は含まれない。処理においては、人間の健康あるいは食品安全への特定の効果に関する

情報の提供は行わず、処理の承認に先立ち、自国の手続きを使用して取り組むものとする。

さらに、国際的な採択がなされる前に、主要農産物の品質に対して起こり得る処理効果が検

討される。一方で、農産物の品質に対する処理効果の評価にはさらなる検討が必要とされ

る。領土での処理の適用を承認、登録あるいは採択することは、締結国の義務ではない。 

 



  
 

 
 



   
 

DRAFT 
DOCUMENT 

 

[2] 本植物検疫処理は 201Ｘ年Ｘ月Ｘ日に植物検疫措置に関する委員会により採択された。 

本付属書は 2007 年 ISPM28 で規定された箇所である。 

 

[3] 

ISPM 28：2007 付属書Ｘ：ネットメロンに対するウリミバエの蒸熱処理 

[4] 公開情報 

 
 
[5] 
 

 

本文書の日付 2011 年 5 月 16 日 

文書の種類 ISPM 28:2007 の新付属書 XX の草稿  

本文書の現在の段階 2011 年 6 月 各国協議 

出典 CPM-2 (2007 年)により追加された、2006 年 TPPT-110 の主題

「ミバエ類の処理」 

主な段階 2006 年、TPPT に処理を提出。 

2010 年 6 月、文書更新。 

2011 年 5 月、各国協議に向け、基準委員会の 電子議決で承

認。 

注 2011 年 4 月、テンプレート形式に体裁を整える。 

2011 年 5 月 16 日、各国協議用に体裁を整える。 

[6] 処理の範囲 

[7] 本処理は、Cucumis melo var. reticulatus（ネットメロン）生果実の蒸熱処理を適用し、有

効性のある規定水準 1において、Bactrocera cucurbitae (ウリミバエ)の卵や幼虫の死亡率を

もたらすものである。 

[8] 処理に関する詳細 

[9] 処理の名称 Bactrocera cucurbitae (ウリミバエ)に対する Cucumis melo var. reticulatus
（ネットメロン）生果実の蒸熱処理 

[10] 有効成分 該当なし 

[11] 処理の種類 蒸熱 

[12] 対象有害動植物 Bactrocera cucurbitae (ウリミバエ) (双翅目: ミバエ科) 

[13] 対象規制品目 Cucumis melo var. reticulatus の生果実 (ネットメロン) 

[14] 処理基準 

[15] 予熱時間は 3～5 時間。46℃の飽和水蒸気（相対湿度 90％以上）を使用して、メロンの中



  
 

 
 

心温度を目標温度 45℃に上げる。 

[16] メロンの中心部の温度が 45℃に達した時点で、46℃の飽和水蒸気（相対湿度 90％以上）に

30 分間さらす。 

[17] その後、外気の温度で冷ます。 

[18] 本処理における有効かつ確実な水準は信頼度 95％で ED99.9922。 

[19] 物品温度および相対湿度は処理の間測定され、規定水準を下回ってはならないものとする。

[20] その他関連情報 

[21] 処理後、果実は人工的な冷却がなされなかった。 

[22] TPPT は本処理の評価にあたり、温度に基づいた処理に関連する問題を検討して、Hallman
と Mangan の研究(1997 年)を考慮に入れた。 

[23] 本基準は、1990 年に Iwata らが行った研究に基づいた。 

[24] 本基準は、“アールスメロン”品種を用いて開発された。 

[25] 文献 

Hallman, G.J. & Mangan, R.L. 1997 年。温度検疫の研究。1997 年にアメリカ、カリフォ

ルニア州サンディエゴで開催された臭化メチルの代替手段および排出削減に関する年

次国際研究会議の紀要。http://www.mbao.org/mbrpro97.html にて入手可(2010 年 9
月にアクセス)。 

 

Iwata, M., Sunagawa, K., Kume, K. & Ishikawa, A. 1990 年。ウリミバエ Dacus 
cucurbitae, Coquillett (双翅目: ミバエ科)が寄生したネットメロンの蒸熱処理の有効

性。『植物防疫所調査研究報告（日本）』26:45–49 

 

[26] 1 植物検疫処理の範囲には、処理の承認のための農薬の登録やその他自国の要件に関連する

問題は含まれない。処理においては、人間の健康あるいは食品安全への特定の効果に関する

情報の提供は行わず、処理の承認に先立ち、自国の手続きを使用して取り組むものとする。

さらに、国際的な採択がなされる前に、主要農産物の品質に対して起こり得る処理効果が検

討される。一方で、農産物の品質に対する処理効果の評価にはさらなる検討が必要とされ

る。領土での処理の適用を承認、登録あるいは採択することは、締結国の義務ではない。 

 



   
 

本文書は２つの部分を含む。 
第一部： ISPM11: 2004 の付属書 4 の草稿案（検疫有害動植物としての植物に関する有害動植物
リスク分析） 
第二部：ISPM11: 2004 に対する重要な変更案、環境リスク及び改変された生物の解析を含む検疫
有害動植物に関する有害動植物リスク分析  

[1] 第一部: ISPM 11:2004 付属書 4 の草稿案: 検疫有害動植物となり得る植物の有

害動植物リスク分析 

注：本文書の第一部では、ISPM11:2004 に対する重要な変更点を決定し、第二部にお

いてそれを提案する。第一部では、付属書又は付録に対する全ての参考文献が、

ISPM11:2004、環境危険度及び改変された生物の解析を含む検疫有害動植物に関する病

害虫リスク分析（別段に示されない限り）に言及している。 

[2]  
本文書の日付 2011 年 5 月 12 日 

文書の種類 ISPM 11:2004 付属書 4 の草稿 

文書の現在の段階 2011 年 5 月 SC が各国協議用に承認 

出典 ICPM7(2005)が作業プログラムトピック 2005-001 に追加: 検疫有害動

植物としての植物に対する病害虫リスク分析 

主な段階 仕様書 44rev.1, 2007 年 5 月 SC 承認; ;2009 年 5 月 EWG 草案見直し； 
2009 年 5 月及び 2010 年 4 月 SC 改訂；スチュワードがコメントに基

づき ISPM を見直し。2011 年 5 月 SC で各国協議用に承認。 

注 2011 年 1 月 31 日: 編集者用に文書のフォーマットを調整。2011 年 2
月 8 日: 編集。2011 年 3 月 2 日: 2011 年 5 月 SC 用にフォーマットを

調整。2011 年 5 月 SC によって草案の見直し。2011 年 5 月 11 日：編

集者と OCS のためにフォーマットを調整；2011 年 5 月 12 日に編集上

のチェック。 
 

[3] 

 

[4] 

[5] 

[6] 

本付属書は、[年・月]の[第 X 回]植物検疫措置委員会において採択された。 

本付属書は基準の規範部分である。 

付属書 4: 検疫有害動植物となり得る植物の有害動植物リスク分析 

序論 

本付属書は 、ある植物が栽培植物又は野生植物に対する有害動植物であるかどうか、

それを規制すべきか否かを決定するために、及び適切な植物検疫措置を特定するため

に、有害動植物リスク分析 (PRA) の実行に関する指針を提供する。それは、主に輸入

を目的とした植物に焦点を合わせており、商品又は輸送における汚染物質としての植

物の非意図的な侵入には適用されない。 

 [7] 貿易の機会が増え、新しい植物に対する市場が発展するにつれ、国の内外で移動する

植物の数と種類は増えている。植物を経路として新たな有害動植物が侵入するリスク

は、長きにわたり認識され、広く規制されてきた。しかしながら、植物種それ自体が

呈する病害虫リスク、又は自然及び半自然生育地の植物の病害虫リスクには、具体的

な検討が必要とされている。 

[8] 有害動植物としての植物 

[9] 有害動植物としての植物は、スペース、光、栄養、水といった限られた資源に対する

競争、又は寄生若しくは他感作用を通して、他の植物に影響を与える。ある地域に対

する新しい植物もまた、栽培植物又は野生植物との交配により有害動植物になる場合



  
 

 
 

がある。  

[10] このように IPPC を通して追求される植物の保護には、特定の植物種を有害動植物とみ

なし、その侵入とまん延を防ぐ手段をとることが含まれる。どの種を有害動植物とみ

なすべきかは、状況により決められることで、地理、生育地、土地利用、時間及び危

険にさらされている地域の自然資源の想定される価値により変わる可能性がある。

PRA により、そのような決定をし、結果として、植物種に対する可能な規定の決定を

行う基礎を形成しなくてはならない。 そのような分析を経た植物は、また、他の有害

動植物に対する経路となる危険性の分析が必要であることに注意すべきである。 

[11] IPPC は”有害動植物”の定義には雑草(2001, ICPM) を含むことを強調し、特に、植物

に対する有害動植物である侵略的外来種を対象とした措置を推奨し、”侵略的外来種

である植物”を含めることにより、有害動植物としての植物の重要性を認識した。
(2005, ICPM).  

[12] IPPC は、野生植物と同じく栽培植物に被害を与える有害動植物を懸念しており(本基準

の付属書 1 を参照)、従って、他の植物に被害を与える雑草及び侵略的外来種は、IPPC 
の文脈からは有害動植物と考えるべきである。今後、本付属書においては、”雑草”

及び”侵略的外来種”という用語は使用せず、”有害動植物としての植物”という一

用語のみが使われる1。 

[13] 本文の残りの部分は、一般的に括弧で示される基準の対応するセクションで

ISPM11:2004 の順番に従っている。各セクションにおいては、特に有害動植物として

の植物の分析的側面に関して、指針が提供される。  

[14] 

[15] 

[16] 

 

 

 

 

 

[17] 

ステージ 1: 開始 

予備選択 

ISPM2:2007 は、その開始段階の一部として、生物体が有害動植物であるかどうかを決

める目的の予備選択のステップを説明し、植物が有害動植物となり得る指標を提供し

ている。どこかで有害動植物であると証明され、又は強い競争力若しくは繁殖体の分

散能力といった本来的な特徴がある植物には、特別な注意が必要である。多くの場

合、これらの要因を PRA のステージ 1で検討することでその過程を終了するのは十分

でない場合がある。しかし、植物が PRA 地域にはない特定の種類の生育地にのみに適

していることが明らかな場合、植物はその地域では有害動植物にならず、PRA のプロセ

スはその時点で終了するという結論になる場合がある。 

ステージ 2: 有害動植物リスク評価 

[18] 植物のアイデンティティ(セクション 2.1.1 参照) 

[19] PRA で検討される分類学上のレベルは、通常、種である。しかし、栽培植物の場合

は、より高次又は低次の分類学上のレベルが用いられる場合がある。特定の有害動植

物としての植物に対する PRA を実行するのに適切な分類学上のレベルは、NPPO が決

定すべきである。 

[20] 有害動植物としての植物に関する特定の検討のいくつかは、以下を含む。:  

                                                      
 



   
 

[21] - 植物の分類学上のアイデンティティは、育種又は交配によりあいまいになってい

るため、不明確な場合がある。これは特に、園芸取引上の植物に関係がある。

NPPO は、様々な情報源から植物のアイデンティティ及び由来についての可能な

限りの情報を得る必要がある(例えば、輸入予定者、植物育種家、科学文献)。 

- 種より下位の分類学上のレベル（すなわち、亜種、変種、栽培品種) を利用する

ことは、形質の違いが安定したものであり、かつ植物検疫の状況に大きな影響を

与えることを示す証拠がある場合に、正当化することができる。例としては、環

境の状態に対する順応性、資源を有効活用する能力、草食又は食べられることに

対する防御能力、生殖又は繁殖体の分散の方法などが含まれる。  

- 交配種の評価は、可能な場合その分類単位に特定の情報に基づいていなければな

らない。そのような情報が欠如する場合、有害動植物リスクを決めるための PRA
は、その親の種に対して行われる。どちらか一方の親が有害動植物であると決ま

り、関連するリスクが受け入れ難いとみなされる場合、この情報は規制決定のも

ととなる場合がある。 

[22] PRA 地域における存在又は非存在(セクション 2.1.1.2 を参照) 

[23] 科学文献では報告されていない場所（例えば、植物園、家庭菜園）にすでに存在して

いる場合があるので、植物が輸入を提案されている時、PRA 地域における存在又は非

存在の決定は、NPPO にとって特別な課題である。検討すべき追加の情報源には、園

芸、農業、森林及び水産養殖関係の出版物を含む場合がある。  

[24] 用途 

[25] PRA は、植物の用途が有害動植物の定着、まん延の可能性及び経済的重要性に影響す

る場合があるので、それを考慮して実行すべきである。しかし、植物は、ひとたび侵

入すると、それらが逃げ出したり、当初の意図された用途から転用される場合がある

こともまた認識すべきである。  

[26] 栽植用植物は、一般的にリスクが も高いと考えられる。その利用法の例を以下に幅

広く、危険度が減少する順に述べる:  

[27] - 野外で栽培され、管理をされないもの(例えば、土壌の浸食を食い止める、排水

処理、池の水生植物) 

- 野外で栽培され、管理されるもの (例えば、林業、バイオ燃料用を含む農業、園

芸) 

- 都市部の戸外で栽培されるもの (例えば、アメニティを目的とした道端、公園及

び庭) 

- 屋内でのみ栽培するもの 

[28] 人間による消費又は動物の餌、エネルギー生成のための加工又は燃焼を含めた、その

他の用途も検討できる。例えば、加工目的の穀物がこぼれて、有害動植物としての植

物が意図せずに成長することになる場合がある。 

[29] 生育地及び意図された場所 

[30] 栽培のために輸入された植物は、特定の栽培地（それは”意図された場所”と表現さ



  
 

 
 

れる）に運ばれる場合がある。しかし、同じ又は別の生育地タイプの PRA 地域の意図

していない場所に植物がまん延し定着する可能性を評価すべきである。その評価に

は、PRA 地域全体における全ての生育地タイプの適合性を考慮すべきで、危険にさら

されている地域を特定するために、適した生育地の範囲が決定されるべきである。 

[31] 適した生育地の分析は、宿主植物の分析に類似している (寄生植物の稀な場合、宿主と

生育地両方を検討しなくてはならない) 。セクション 2.2.2 （及びそのサブセクショ

ン）で与えられた本基準に対する指針は一般的に、”宿主”又は”宿主範囲”を”適

した生育地”に替えて利用することができる。  

[32] その植物がすでに PRA 地域の部分に存在している場合、その場所は意図されたものか

否かに留意しつつ、存在する生育地の場所及びタイプを説明すべきである。  

[33] 侵入の可能性（セクション 2.2.1 を参照） 

[34] 輸入された植物にとって、侵入の可能性を評価する必要はない。しかし、意図しない

定着及びまん延の可能性を評価し、可能なリスク管理の選択肢を特定するため、予定

される輸入量の頻度及び仕向地の評価は必要な場合がある。  

[35] 有害動植物の行動の歴史的な証拠  

[36] 定着、まん延及び起こりうる経済的結果を予測する も信頼できる判断材料は、同様

の生育地である他の地域における有害動植物の行動の歴史である。有害動植物の行動

の歴史が文書化されている場合、生育地及び気候条件は、PRA 地域とかなり似通って

いるか否かに留意しつつ、その評価にこの情報を利用すべきである。しかし、植物は

それが自然発生する有害動植物に支配される場合、ある植物はその生育域から移動さ

せられることはなかったかもしれない。そのような場合、定着、まん延又は影響の歴

史的証拠は存在しない。  

[37] 定着の可能性 (セクション 2.2.2 参照)  

[38] 全ての場合において、他の有害動植物に関しては、定着の可能性を評価する場合、そ

の植物が現在発生している生育地に基づいた PRA 地域内の生育地における気候、他の

非生物及び生物に関する要因(セクション 2.2.2.2 参照)の適合性、栽培慣行（セクショ

ン 2.2.2. 3 参照）を考慮すべきである。情報の可用性により、以下を組み込むことがで

きる。: 

[39] - 気候: 現在及び将来予測される気候の適合性  

- 他の非生物的要因: 土壌の性質、地形学、水文学、森林火災など 

- 生物的要因: 現在の植生、攪乱の程度、天敵及び競合生物の存在又は不在 

- 作物/管理された植物群落における栽培慣行: 窒素又は殺虫剤の大気沈着といった

副作用を含む、除草剤の使用、収穫、土壌耕作、火事など 

[40] 評価する場合は、定着及びまん延を予測する植物の本質的な特徴も考慮すべきである

(セクション 2.2.2.4 参照)。有害動植物の行動の歴史が十分に文書化されていない場

合、これは特に重要である。考慮すべき特徴には以下が含まれる。: 

[41] - 生殖に関する特徴: 有性及び無性のメカニズム、雌雄異体、自家不和合性、生殖



   
 

頻度、世代時間  

- (個体及び集団の)適応可能性: 遺伝子型又は表現型適応性、交配可能性 

- 繁殖体の特性: 量及び生存力、休眠状態 

- 耐性/抵抗力: 除草剤、草食及び他の実際の栽培慣行、干ばつ、塩分に対する反応

[42] 有害動植物としての多くの植物は、荒れた生育地で定着する強い潜在力を有する日和

見種である。豊かな生殖能力と相まって、強い休眠能力のある植物は、特にそのよう

な日和見主義的戦略に適している。荒れた生育地は一般的である。従って、そのよう

な適応性のある植物は、比較的より多くの定着とまん延の機会に恵まれる。 

[43] まん延の可能性 (セクション 2.2.3 参照) 

[44] 意図された場所から意図されていない場所にまん延する可能性及び規模は、自然的及

び人為的な要因に依存する。これらの要因は以下を含む。: 

[45] - 植物種の本来の特徴 (特に生殖、順応及び繁殖体の分散) 

- 自然の花粉媒介者の存在 (鳥及び他の動物、水) 

- 適切な生育地及びそれらを結ぶ分散経路の存在と空間的なパターン 

[46] 人為的な要因は、意図的又は非意図的である。人間が媒介する意図的なまん延は、主

に以下の要因に依存する。: 

[47] - 植物の意図的な利用 

- 植物の望ましさ及び経済的価値 

- 植物の輸送の容易さ 

- 有害動植物としての植物に関連したリスクに対する社会の認識 

[48] 人間が媒介する意図しないまん延の可能性は主に以下の要因に依存する。: 

[49] - 繁殖体が、衣服、乗り物、機械、ツール、装置に付着する可能性。 

- 繁殖体が他の製品又は物質の汚染物質となる可能性。 

[50] 初めの植物の導入とその後のまん延との間にはしばしば長い時間差がある。その結果

として、定着の文書化が十分に行われている場合であっても、後でおこるまん延の可

能性はあまり知られていない場合がある。その時間差の理由として以下が考えられ

る。: 

[51] - 気候の変化 (気候温暖化又は降水パターンの変化)  

- 他の非生物的要因の変化 (例えば、窒素又は硫黄の大気沈着の増加) 

- 植物種の遺伝子データの変化 (自然淘汰、遺伝的浮動など) 

- 植物の新しい利用法の出現 

- 繁殖体を次善の生育地から 適の生育地に移す比較的稀な分散 

- 土地利用の変化又は攪乱のパターン 



  
 

 
 

[52] 起こりうる経済的結果の評価 (セクション 2.3 参照) 

[53] 有害動植物としての植物は、他の有害動植物のように、環境に対する影響を含め、

様々な直接的及び間接的経済的影響を及ぼす可能性がある。これらは、収益の損失又

は生物的多様性の減少、及び他の生態系の構成要素に対する影響が含まれる。有害動

植物としての植物は、一般的に見てすぐにわかるものではない広汎な影響を、農業、

自然および社会に対しておよぼす可能性がある(例えば、土壌における栄養濃度の変

化)。この理由で、有害動植物としての植物の影響の評価は、容易に計量できない影響

の検討が必要であるため、本来困難である。植物が目的をもって栽培されている場所

を含め、PRA 地域の全ての場所に対する長期の影響を検討することが重要である。  

[54] 植物の定着とまん延に関しては、可能な影響を予想する も信頼できるものは、ほか

のどこかにある影響の証拠であり、特に同様な生育地のある地域のものである。しか

し、植物はその生育域から移動させられることはなく、従って、いかなるありうる影

響も現す機会がなかった場合がある。影響の証拠がどこにもない場合、植物が、その

定着およびまん延に関して、上記およびセクション 2.2.2.4 で検討されたような、有害

動植物の影響の可能性が予想される固有の特徴を備えているか否かについて、検討さ

れるかもしれない。  

[55] あらゆるタイプの生物体について、リスク評価により植物種が受け入れ難い危険性を

呈すると決定される場合は、リスク管理とともに、PRA が続けられる(ステージ 3)。  

[56] ステージ 3: 有害動植物リスク管理 (セクション 3.4 参照) 

[57] 栽培用の植物は大方、その生育と定着に適した環境に持ち込まれる。そのような場

合、リスク管理の選択肢の多くは、その目的とする利用方法に対して逆効果となる。 
一般的に、検疫有害動植物の特徴を有している栽培用植物に対しては、 も有効なリ

スク管理の選択肢は、禁止の措置である (セクション 3.4.6 参照)。しかし、商品として

の植物は、同時に、PRA に続く決定過程で考慮する認識された価値がある。  

[58] 特定の状況に対しては、他の有害動植物リスク管理選択肢を追求することができる。

それには以下を含む: 

[59] - 制限された状況下で、植物を栽培する要件。  

- 生殖の機会を抑制する特定の段階又は特定の時に、植物を収穫する要件。 

- 適合性の限界であるような特定の場所に植物を制限する。 

- 植物性素材の余剰又は廃棄の処分に関する制限 

- 販売、保有、輸送又は栽培に対する他の制限 

- 販売、保有、輸送又は栽培に対する行動規範。例えば、特定の植物の販売を控え

るあるいは制限するための植物産業内での内規の形として。 

[60] 消費あるいは処理用に輸入された植物に対しては、リスク管理の選択肢には、輸送、

貯蔵、場所、販売、季節性に関する制限、および処理あるいは取扱いに関する要件が

含まれる。  

[61] リスク管理選択肢の特定においては、管理手段の適切性、植物の入手しやすさ、効果

的な管理に必要な時間、および抑制の難しさを考慮すべきである。例えば、作付け体



   
 

系のような高度に管理されたシステムにおいては、植物は自然又は半自然の生育地若

しくは個人の庭の植物より容易に管理される。”定着”及び”まん延”のもとで検討

される要因の多くはまた、管理措置に対する植物の反応に影響を与え、またそれゆえ

に管理の実行可能性にも影響を与える。 

[62] リスク管理の選択肢とは関係なく、植物の輸入が許可される場合、PRA 地域における

監視のような輸入後のシステム、危機管理計画および新たな発生を報告するシステム

を策定することが適切であろう。 

[63] 全ての PRA ステージに共通する側面  

[64] リスクコミュニケーション (ISPM 2: 2007 参照) 

[65] 栽培の目的で持ち込まれた植物は、一般の者又は特定の利害関係者から、危険である

とは認識されず、植物は純粋に恩恵をもたらすものとして受け止められる。さらに

は、異なる法律又は機関が、植物の様々なカテゴリーを有害動植物として規定するこ

とにかかわっている国もある。従って、有害動植物としての植物に関しては、リスク

を伝えることは、特に重要である場合がある。  

[66] リスクコミュニケーションには例えば以下が含まれる。: 

[67] - 潜在的有害動植物としての植物についての情報交換のための、輸入業者、他の政

府及び非政府組織との協議(例えば、環境保護機関、公園部門、種苗所、造園家) 

- 規制有害動植物としての植物のリストの発表  

- 商業目的のために植物にラベルを付ける。例えば、その植物が提示しうる病害虫

リスク、及び、どのような条件下で有害動植物リスクが生じうるかについて説明

する。 



  
 

 
 

[1] 第二部: 2004 年 ISPM11 に対する重要な変更案 

第二部では、全ての参考文献が ISPM 11:2004 に言及し（別段に示されない限り）、付属書 4 の

文献は第一部に言及している（付属書 4案） 

[2] 

本文書の日付 2011 年 5 月 12 日 

文書の種類 2004 年 ISPM 11 の改正版(重要な変更点) 

文書の現在の段階 2011 年 5 月に SC により改正された草案 

由来  

主な段階 2011 年 5 月、SC が文書を改正し（付属書 4 案による重要

な変更点）、2011 年の各国協議で承認された。 

注 2011 年 5 月 11 日の OCS 用に体裁を整え、2011 年 5 月 12
日に編集チェック作業 

 

 

[3] ISPM 11: 環境リスク及び改変された生物の解析を含む検疫有害動植物に関する有害動植物リスク

分析 

[4] 1.「ENDORSEMENT」において、下部に新たなパラグラフとして追加: 

[5] 検疫有害動植物としての植物の有害動植物リスク分析についての付属書 4 は、基準の本体に

おける関連する変更点とともに、[年、月]に第 X回植物検疫措置に関する委員会で採択された。 

[6] 2.「SCOPE」において、下部に新たなパラグラフとして追加: 

[7] PRA に関するより詳細な指針が付属書 4に示されている。 

[8] 3.「参照」において、以下の文献を追加: 

[9]    ISPM 2: 2007 有害動植物リスク分析の構造。ローマ、IPPC、FAO。 

[10] ICPM：2001 植物検疫措置に関する第 3 回暫定委員会、ローマ、2001 年 4 月 2-6 日、IPPC、

FAO。 

[11] ICPM：2005 植物検疫措置に関する第 7 回暫定委員会、ローマ、2005 年 4 月 4-7 日、IPPC、

FAO。 

[12] ４．セクション 1.4 開始の結びにおいて、下部に新たなパラグラフとして追加: 

[13] PRA に関するより詳細な指針が付属書 4に示されている。 

[14] ５．セクション 1.1 の開始地点、第 2 パラグラフ、第 5 センテンスを以下のように修正:  

[15] さらに、間接的に植物に影響を及ぼしている多くの生命体は、この定義を満たしてもいる

（雑草／有害動植物とされる侵入植物。雑草、侵入外来植物）。 

[16] ６．セクション 2、ステージ 2：有害動植物リスク評価。下部に新たなパラグラフとして追

加: 

[17] 有害動植物としての植物の予備選択に関するより詳細な指針が付属書 4 に示されている。 

[18] ７．セクション 2.1.1.1 有害動植物の性質。第 2 パラグラフの後ろに新たなパラグラフと

して追加： 

[19] 有害動植物としての植物の性質の考察に関するより詳細な指針が付属書 4 に示されている。 



   
 

[20] ８．セクション 2.1.1.2 PRA 地域における有無。第 1パラグラフの後ろに新たなパラグラ

フとして追加： 

[21] 有害動植物としての植物の有無の考察に関するより詳細な指針が付属書 4 に示されている。 

[22] ９．セクション 2.2 侵入及びまん延の可能性の評価。第 4-7 パラグラフで以下のように修

正： 

[23] S1 間接的な影響のある有害動植物として評価されている植物に関して、寄主あるいは寄

主範囲について言及する際は、PRA 地域の適切な生育地（植物が育つことのできる場所）

の代わりにこれについて言及することを理解しなければならない。 

[24] S1 対象とされる生育地は植物が育つ場所であり、対象とされない生育地は植物が育たな

い場所である。 

[25] S1 有害動植物としての植物のを輸入する場合、入り込み、定着及びまん延は別々の概念

として考慮すべき可能性がある。 

[26] S1 輸入を目的とした栽培用植物の入り込みおよびその後に関しては、入り込みの可能性

が評価される必要はない。植物は輸入後に植えられ、相当な数および無期限に、意図され

た場所生育地において維持されることになる。従って、セクション 2.2.1 の「入り込み」は

適用されない。植物が、ＰＲＡ地域内において、意図された場所生育地から意図されない

場所生育地にまん延し、それらの生育地で定着する可能性見込みにより危険が生じている。

従って、セクション 2.2.3 はセクション 2.2.2 より前になると考えられる。対象とされない

生育地は、PRA 地域の対象とされる生育地の近辺に存在する可能性がある。 

[27] S1 栽培目的で輸入した植物は、さまざまな目的のために使用される（鳥の餌、飼料、加

工など）。栽培以外の使用目的で輸入された有害動植物としての植物の病害虫リスクは、

その植物が目的の用途から意図されない場所生育地に逃れる、又は転換して定着する可能

性により生じる。 

[28] 有害動植物としての植物の生育地及び意図されていない場所の考察に関するより詳細な指

針が付属書 4 に示されている。 

[29] １０．セクション 2.2.1 有害動植物の入り込みの可能性。第 3 パラグラフで以下のように

修正： 

[30] S1 輸入用の植物に対して、入り込みの可能性を評価する必要はない。輸入される植物の

場合、その植物は入り込み、入り込みの可能性の評価は必要とされない。従って、このセ

クションは適用されない。しかし、このセクションは、こうした植物によって運ばれたと

思われる有害動植物には適用されないため、入り込みの可能性の評価が必要とされる。

（栽培用に輸入された種子によって運ばれた汚染雑草種子） 

[31] 有害動植物としての植物の入り込みの可能性に関するより詳細な指針が付属書 4 に示され

ている。 

[32] １１．セクション 2.2.2 定着の可能性。第 3 パラグラフで以下のように修正： 

[33] S1 有害動植物としての輸入植物の場合、定着する可能性の評価は、意図されない場所生

育地での定着に関係する。 

[34] 有害動植物としての植物の定着の可能性（用途に関する考察を含む）に関するより詳細な

指針が付属書 4 に示されている。 



  
 

 
 

[35] １２．セクション 2.2.3 定着後に普及する可能性。第 2 パラグラフで以下のように修正： 

[36] S1 有害動植物としての輸入植物の場合、まん延の評価は、意図された場所生育地あるい

は目的の用途からその植物が定着しうる意図されない場所生育地へのまん延に関係する。

そのため、さらなるまん延は意図されない場所生育地を生み出す可能性がある。 

[37] 有害動植物としての植物が定着後に普及する可能性（用途に関する考察を含む）に関する

より詳細な指針が付属書 4 に示されている。 

[38] １３．セクション 2.3 潜在的経済的重要性の評価。第 2 パラグラフの後ろに新たなパラグ

ラフとして追加： 

[39] 有害動植物としての植物の潜在的経済的影響に関するより詳細な指針が付属書 4 に示され

ている。 

[40] １４．セクション 2.3.1 有害動植物の影響。第 2 パラグラフで以下のように修正： 

[41] S1 本セクションにおける有害動植物の潜在的経済的重要性の予測に関する基本的な方法

は、以下についても適用される： 

[42] -栽培されていない／管理されていない植物に影響を与える有害動植物 

[43] -有害動植物としての雑草または侵入植物と 

[44] -他の生物への影響を経由して植物に影響を与える有害動植物 

[45] １５．セクション 2.3.1 有害動植物の影響。第 4 パラグラフで以下のように修正： 

[46] S1 有害動植物となる可能性がある栽培用植物が栽培用に輸入されるの場合、意図された

場所生育地を考慮に入れた長期的な結果も評価に含まれる可能性がある。栽培は、その場

所生育地のさらなる使用に影響するかもしれず、また、意図された生育地その場所に有害

な影響を与える可能性がある。 

[47] １６．セクション 2.3.1 有害動植物の影響。第 5 パラグラフの第 3 センテンスで以下のよ

うに修正： 

[48] 例えば、マイナーな有害動植物である小規模の雑草植物が、人間に重大なアレルギーを引

き起こすことがある。あるいはマイナーな植物病原体が、家畜に深刻な影響を与える毒素

を生み出すことがある。 

[49] １７．セクション 3. ステージ 3: 有害動植物リスク管理。下部に新たなパラグラフとして

追加： 

[50] 有害動植物としての植物の病害虫リスク管理に関するより詳細な指針が付属書 4 に示され

ている。 

[51] １８．セクション 3.4 危機管理選択の識別と選択。第 2 パラグラフ、第 2インデントで以

下のように修正： 

[52] -有害動植物としての雑草または侵入植物と 

[53] １９．セクション 3.4.1 積荷の選択。第 3パラグラフで以下のように修正： 

[54] S1 有害動植物の積荷という概念は、有害動植物としてのとみなされる植物輸入に適用さ

れうる。こうした積荷の輸入は、危険をもたらすことが少ない種あるいは品種に限定され

る可能性がある。 



   
 

[55] ２０．セクション 3.4.5 輸入国内での選択。第 2 パラグラフで以下のように修正： 

[56] S1 有害動植物として輸入されたの植物で、有害動植物のリスクに関する不確実性のレベ

ルが高いものは、輸入時に植物検疫措置をとらないと判断される可能性があるが、入り込

み後に監視あるいは他の手段が適用されることになる（例：NPPO の監督下で）。 

[57] ２１．セクション 3.6 有害動植物リスク管理の結論。下部に新たなパラグラフとして追

加： 

[58] 有害動植物としての植物のリスクコミュニケーションに関するより詳細な指針が付属書 4
に示されている。 

[59] ２２．付属書 1 環境リスクに関する、IPPC の範囲におけるコメント。第 1 パラグラフ、第

2 センテンスで以下のように修正： 

[60] IPPC による植物に対する有害動植物の定義には、有害動植物としての植物や、植物に間接

的に影響を与えるその他の種が含まれていて、条約は野生植物の保護にも適用される。 

[61] ２３．付属書 1 環境リスクに関する、IPPC の範囲におけるコメント。第 1 パラグラフ、第

2 インデント（植物への間接的な作用）の注釈で以下のように修正： 

[62] 寄主植物に直接影響を与える有害動植物に加え、多くの雑草／侵入植物有害動植物として

の植物のように、主として競争のような他のプロセスにより植物に影響を与えるものも存

在する（例：栽培されている植物に対する Canada thistle (Cirsium arvense) [農作物の雑草]、
あるいは未開／管理されていない植物に対する Purple loosestrife(Lythrum salicaria)。[自然あ

るいは半自然の生育地における競合生物] 

[63] 1 CBD の意味における侵入外来植物は、人為作用および生物多様性の脅威により導入されている( ISPM 5、別表 1 (2009)
参照)。雑草とは、一般的に栽培植物の有害動植物のことを指す。しかしながら、栽培植物あるいは野生植物が危険に

さらされているかには関係なく、“雑草（weed）”という言葉を使う国もあれば、農作物としての雑草と区別をするため

に、“有毒な雑草”、 “景観的な雑草”、あるいは“環境的な雑草”などといった言葉を使う国もある。 

 

 



  
 

 
 



   
 

[2] ISPM 27:2006 付属書案 XX：ヒメアカカツオブシムシ(201-)  

 

[3] 

文書の日付 2010 年 4 月 29 日 

文書の種類 ISPM 27:2006（規制有害動植物に関する診断プロトコル）の新付属書案 

本文書の現在の段階 加盟国協議用ドラフト 2011 

出典 ワーク・プログラム・トピック(2004-006)：昆虫とダニ、 CPM-1 (2006) 

主な段階 SC により加盟国協議承認 

技術レベルの協議 この診断プロトコルの 初の草案は以下によって書かれた： 

 

この診断プロトコルの 初の草案は Andras Szito (Department of Agriculture and 
Food Western Australia, Plant Biosecurity Branch, South Perth, Australia); Witold 
Karnkowski (Main Inspectorate of Plant Health and Seed Service, Central 
Laboratory, Toruń, Poland) 及び Alba Enrique de Briano (Laboratorio de Plagas y 
Enfermedades de las Plantas, SENASA, Buenos Aires, Argentina)によって書かれ

た。 

この提案は Dr. R. S. Beal Jr (米国、プレスコット), Dr Marcin Kadej (ポーラン

ド、Wrocław 、Uniwersytet Wrocławski 、Instytut Zoologiczny), Dr Alan V. Barak 
(USDA, APHIS, PPQ, CPHST- Otis Laboratory, Buzzards Bay MA, USA), Prof. 
Chris Haines (Natural Resources Institute, University of Greenwich at Medway, 
Kent, UK) 及び Dr. C. Ostoja-Starzewski (The Food and Environmental Research 
Agency, York, United Kingdom)によって見直された。 

 

診断プロトコルを作成する

間の主な検討点 

N/A 

注 2010 年 2 月のテンプレート形式でのフォーマット。番号自動取得。 ¶. 

[4] 採択 

診断プロトコルは、20--年に植物防疫基準化委員会で採択された。 

[5] 1.  害虫情報 

[6] ヒメアカカツオブシムシ、Trogoderma granarium（甲虫目カツオブシムシ科）は極めて重

大な貯蔵食品害虫である。この重大性は、貯蔵乾燥した商品に重大な損害を起こすことにと

どまらず、この害虫が多く生息する国ではその製品が輸出規制に直面してしまうことである。 

[7] Trogoderma granarium は、インド亜大陸からと考えられたが、アジア、中東、アフリカ

及び欧州のかなりの場所に存在する。T. granarium に関するより詳細な情報は、EPPO PQR 
database (EPPO, 2007) を参照のこと。かって米国とメキシコに数度にわたる移入が確認され

ているが撲滅に成功している。全世界への広がりが制限された数少ない貯蔵食品害虫の一つ

である。T. granarium は、飛翔することができないのでヒトの関与がなければ拡散する力は

限定的である。この害虫の侵入記録とすでに土着している感染とを区別をすることが大事で

ある。 

[8] ヒメアカカツオブシムシは、主として植物由来の各種の乾燥貯蔵食品に発生しやすい。

一次宿主としては穀物類、ソバ、穀物製品、豆類、アルファルファ、各種の野菜の種子、ハ

ーブ、スパイス及び各種のナッツ類である。コプラ、乾燥フルーツ、各種のゴム及び、粉ミ



  
 

 
 

ルク、皮革、乾燥ドッグフード、昆虫死体、乾燥した動物の死体からなる全部もしくは一部

が動物由来の様々な乾燥製品の中で生活環を完全に終えることができる。大感染が起こりえ

る高熱で乾燥した条件下で多くみられる寄生虫である。より温度が低く湿った条件では、

Sitophilus spp.及び Rhyzopertha dominica (Fabricius)などの他の種に打ち負かされる。従来の倉

庫に袋詰めされた商品はバルク貯蔵した商品と比べこの害虫の被害をより受けるリスクがあ

る。 

 

[9] T. granarium には厳しい条件での生息を可能にする生物学上の重要な特徴がある。 

 

[10] ヒメアカカツオブシムシは、入手可能な食料とその品質、気温と湿度にもよるが年に 1

代から 10 代以上のサイクルで生息する。完全な生活環は 短 26 日と短い（32–35 °C の温度

で）が、準 適な環境では 220 日又はそれ以上となる。温帯性気候においては、幼虫は 5 °C
で不活発になるので保護環境でのみ生息と繁殖が可能である。しかしながら、幼虫について

二つの遺伝的な多様性があり、それは可塑的に発現するものと、それが出来ないものがいる。

初のタイプの幼虫は、低温又は高温、又は／及び食糧不足などの悪条件では冬眠するよう

刺激をうける。冬眠中は、くん蒸に耐性をもつ非常に低いレベルまで呼吸が下がる。さらに、

冬眠している幼虫は耐寒性があり−10 °C 以下の気温でも生息が可能である。好ましい条件が

戻ってきた場合には、この害虫は急速に増殖して農産物に深刻な害を及ぼす。 

 

[11] 更にヒメアカカツオブシムシ以外の Trogoderma 種は、貯蔵商品に見つけることができ

るが、そのような商品を餌するものは少ない。この中で、国によっては検疫有害動植物に指

定されている T. variabile Ballion が 大の経済的損失を起こす。しかしながら、貯蔵商品に

発生する 大の Trogoderma 種は、他の虫の死骸を給餌する腐食虫であるとみられる。カリ

フォルニアで 12 年間おこなわれた調査で、8 種の Trogoderma が貯蔵商品、動物飼料及び食

料品に見つかった (Strong 及び Okumura, 1966)。Mordkovich 及び Sokolov (1999) は、他の 
Trogoderma 種も貯蔵商品に発見されると言及している。その中で、T. longisetosum Chao et 
Lee は中国の貯蔵商品で発見されている。これは T. glabrum (Herbst) に酷似している。更に熱

帯性カツオブシムシ種の Trogoderma が貯蔵商品に発見された (Delobel 及び Tran, 1993)。そ

のうちの一つが、ボリビアで貯蔵商品を食害している標本の検査後に、Beal (1982) が示した

T. cavum である。貯蔵商品に発生する一部の種は T. granarium に極めて似ている。 

 

[12] T. granarium に関するより詳細な情報は、Hinton (1945), Lindgren ら(1955), Pasek (1998), 
EPPO/CABI (1997), Berg (1999a), CABI (2005) 及び Walker (2008)を参照のこと。 

[13] T. granarium についての診断プロトコルは二つの地域の植物保護機関である COSAVE 
(1999) と EPPO (2002) が発刊した。本プロトコルの準備の起点は EPPO (2002)が発行した文

書である。 

[14] 2. 分類学的情報 

[15]  名称: Trogoderma granarium Everts, 1898 

 

[16]  シノニム: Trogoderma albonotatum Reiche in Mulsant et Rey, 1868 



   
 

[17] Trogoderma quinquefasciata Leesberg, 1906 

[18] Trogoderma khapra Arrow, 1917 

[19] Trogoderma afrum Priestner, 1951 

[20] Trogoderma granarium ssp. afrum Attia & Kamel, 1965 

[21]  一般名称: Khapra beetle (English) 

[22] Trogoderme (dermeste) du grain, Dermeste des Grains (French) 

[23] Trogoderma de los granos, Escarabajo Khapra, Gorgojo khapra (Spanish) 

اء [24] وب خنفس عرية الحب  (Arabic) الش

[25] 分類学上の位置: Insecta: Coleoptera: Dermestidae. 

 

[26] 3. 検出 

[27] T. granarium は以下の生命発達段階を踏む。それらは穀物やその他の貯蔵商品の表面に

ある卵、貯蔵商品（包装材又は格納構造のなかで幼虫を発見することがある）のなかの幼虫

（5–11 齢）、貯蔵商品の蛹、 後の幼虫の脱皮殻（脱皮）、貯蔵商品のなかの成虫である。 

[28] T. granarium の感染を検出する方法は、餌もあるが、より重要なものとしてフェロモン

トラップによる検査（物理的及び目視的探索）がある。感染した物質には幼虫のみが含まれ

ることが多い。これには 3 つの理由がある。(1) 成虫寿命は通常、12－25 日であるが、幼虫

寿命は不都合な条件では 147 日にもなる、一方、幼虫寿命は通常 19－190 日（そして幼虫が

休眠すると 長で 6 年になる）である。(2) 貯蔵商品内で発生したカツオブシムシの幼虫の

多くは、死んだ成虫を一部又は全体的に摂取する。(3) 個体増加に有利な条件の場合、成虫

は増加する。幼虫の脱皮殻は通常は摂取されないので、これは活発な感染の可能性の明白な

徴候となる。幼虫は極めて謎めいた存在である。この傾向が特に冬眠する幼虫に顕著なのは、

幼虫が割れ目などに不活発にいつづけるので場所を特定するのが難しいか、ほぼ不可能であ

るからである。 

[29] その他の多くのカツオブシムシ種は、貯蔵商品に発生する他の系統に属していることを

述べておかなければならない。Dermestes と Attagenus の系統の虫は、イヌのビスケット、乾

燥肉、乾燥血液、ならびにラット、ネズミ、鳥の死体（さらに店舗内で）などの動物由来の

ものを給餌することがたびたび知られている。Anthrenus と Anthrenocerus 種は、羊毛と羊毛

品の深刻な害虫となりうる。他の貯蔵商品害虫により激しく害をうけている貯蔵商品の中で

は、非害虫 Trogoderma がこれらの死んだ虫をよく食べる。 

[30] 感染の度合いが低い場合にはこの害虫の探索は特に難しい。他の多くの貯蔵商品害虫と

違い、ヒメアカカツオブシムシは暑くて乾燥した地域を好む。Trogoderma 種の幼虫は薄明

活動性が強く、構築物内や輸送されている少量の残留物に残り続ける。冬眠中の幼虫は食べ

るものがなくても長期間生存が可能である。冬眠している幼虫を探索する場所はヘシアン袋、

防水シート、及び段ボール箱などの梱包材の中にある埃、剥がれたペンキ、錆の塊の下など

である。幼虫は、壁パネル裏側、裏張りの下、床材の間、断熱材の下、乾燥した突起の上、

電線ケーブルトレイや経路、スイッチボックスなどにしばしば隠れている。幼虫の脱皮殻は



  
 

 
 

空中に飛びやすく、存在を確認するには換気口の格子やクモの巣をチェックすることが常に

重要である。餌をつけたネズミ捕り器は常に調査する。 

[31] ヒメアカカツオブシムシの感染は、(1) 通常は、害虫の存在（特に、給餌幼虫と脱皮

殻）及び (2) 感染症状で認識される。生存期間が短い成虫は見かけることが多くない。商品

の損害は警戒サインであるが、しばしば、他の一般の貯蔵商品害虫が摂食した結果である。

通常、幼虫は穀物の種の胚芽から始まり、次には内胚乳を摂食する。種皮が摂食されること

は通常はまれである。バルク貯蔵の商品の中では感染は表層に集中し、そこには多くの幼虫

の脱皮殻、折れた毛や糞粒（排せつ物）がある。しかしながら、バルク穀粒の 3–6 m の深さ

で時に発見されることもある。 

 

[32] 疑いのある製品のサンプルは、10 倍率の拡大鏡を使い明かりの多い場所で目視検査を行

わなければならない。Trogoderma の感染の兆しが発見できない場合には、より多くのサン

プルをその商品の粒径に関連した開口サイズにした篩（ふるい）の上を通らす。通常は開口

サイズが 1.0, 2.0 と 3.0 mm の篩のセットを使う。害虫を検出するために、特別の篩の上に採

集し、この特別の篩にかけた材料をペトリ皿に置き、 低でも 10× から 25× の倍率の実体顕

微鏡で調べる。このスクリーニング技術は、害虫のいろいろな発達段階を検出できる。しか

しながら、穀物内に食入している一部の幼虫は検出できない。そこで穀物から害虫を追い出

すのにサンプルを 40 °C に温める必要がある。篩作業が死んだ成虫を簡単に壊すか、大きく

損なう可能性があり、幼虫の脱皮殻のおかげで同定が極めて難しいか不可能なので目視検査

が好ましい。 

 

[33] 発見された虫は、小型の鉗子で注意深くつまみ、又は吸入器で採集する。害虫の複数の

標本を採取することが重要である。幼虫の同定は難しく、もし、1 つの見本の解剖が成功し

ない場合、かつ口器が大きく損なわれた場合は、正確な同定は不可能である。標本は 70% 
のエチルアルコールに浸す。 

 

[34] 更に各種のトラップを使えば T. granarium の存在をモニターすることは可能である。餌

を付けたトラップ（油種子、ピーナッツ、小麦胚芽など）又は誘引トラップ（小麦胚芽油が

入った）などが幼虫を惹きつけるのに使用される。トラップとしては床に置かれた段ボール

箱かヘシアン袋のように幼虫に隠れる場所を与える簡単なものでよい。モニタリング終了後

は、使われたトラップのすべてを回収し破棄する。不乾性の粘着トラップと合わさったフェ

ロモンカプセルが付いているフェロモントラップを使って、成虫を検出する。しかしながら、

Trogoderma フェロモントラップは種特有ではなく、カツオブシムシの多くの種を惹きつけ

る。(Saplina, 1984; Barak, 1989; Barak ら, 1990; Mordkovich 及び Sokolov, 2000)これらの種を対

象にしたフェロモンと食べ物の餌とするトラップは市販されている。 

 

[35]  4. 同定 

[36] Mroczkowski (1968) によると Trogoderma 種は 117 種である。Beal (1982) によると、115

種である。そして、Háva (2003) によると、130 種である。Trogoderma の他の多くの種は、

多くの未だ説明がなされていない。模式標本の詳細な比較に基づかないのでシノニム（異

名）については 大の注意を払うことが必要である。 

 



   
 

[37] 外部特徴に基づく、Trogoderma の卵と蛹の同定は現在は可能ではない。虫の卵と蛹は非

常に少ない外部特徴しかないのであまり研究されていない。幼虫の同定は困難である。同定

における経験と小さな昆虫の検出における高度な技術が必要である。 後の幼虫の脱皮で蛹

化が起こる。幼虫の脱皮殻が同定に使われるが、この材料は壊れやすいので更なる注意が必

要である。成虫は も同定しやすいが、経験が浅い昆虫学者による同定間違いはよくみられ

る。 

 

[38] 状態が良い成虫であれば 10× から 100× 倍率の実体顕微鏡で同定できる。しかしながら、

貯蔵商品の移動、特に穀物類は死亡した成虫を壊す。足や触角が折れる場合が多く、さらに

鞘ばねと前胸背板の毛は剥がれやすい。胴体の一部が無いか、形態学的特徴が識別できない

傷ついた標本の場合、生殖器を調べる必要がある。信頼性のある同定では、生殖器を常に調

べる。生殖器を除去 (セクション 4.2) し、一時的にホールスライドグラスにグリセロールを

使い、又は（長時間）封入剤のホイヤー氏液(50 ml 水, 30 g アラビアゴム, 200 g 抱水クロラ

ール, 20 ml グリセリン)を使い標本にのせる。 

 

[39] 幼虫の同定には口器を解剖する (セクション 4.1)。幼虫の脱皮殻と解剖された口器はホ

イヤー氏液を使い空洞顕微鏡のスライドにのせる (Beal, 1960)。標本にのせる手順はセクシ

ョン 4.1．にある。 

 

[40] 成虫と幼虫の検出は、10× から 40× の倍率での実体顕微鏡で行われる。生殖器と幼虫の

口器、特に上咽頭の papillae には、高性能の複合顕微鏡が必要であり、位相差と明視野で

400× から 800× の倍率でなければならない。満足いく解析度を得るために顕微鏡によっては

油浸が必要になることがある。 

 

[41] 免疫学的及び分子的手法を利用して限られた数の Trogoderma 種という害虫では同定す

る方法が開発されてきている。これらは Trogoderma 属の中で種を決定する検疫診断技術と

してはまだ使用されていない。 

 

[42] 4.1 幼虫と幼虫の脱皮殻に関する準備手順 

[43] 解剖前に顕微鏡で幼虫を調べる。サイズ、胴体の色、毛の配列と配色を記録する。 

[44] 同定には以下の方法で、幼虫を顕微鏡のスライド上のホイヤー氏液にのせる。 

[45] 初めに、標本の腹側を上にして顕微鏡のスライドにのせる。眼科用ハサミで頭蓋の下か

ら 後の腹部の体節まで中央線に沿って全胴体を切り開く。次に、10%の水酸化カリウム 
(KOH) 溶液入りの試験管に幼虫を入れ、透明になるまで湯煎で温める。温かい蒸留水で完全

に濯ぐ。きめ細かな短いヘア・ブラシか、no. 1 の虫ピンの凸面か、マイクロピンで作った

輪状のもので内部組織をすべて取り除く。腹部の第 7 と第 8 体節の片側からすべての毛を取

り除く。頭蓋を取り除き、それを 5 分間、温めた KOH 溶液に戻す。頭蓋を温めた蒸留水で

濯ぐ。顕微鏡のスライド上にホイヤー氏液か、グリセロールの数滴たらした中か、掘り込み

型ガラスブロックの中の水で頭部の解剖をする。頭部の腹側を上に向け、先がとがっていな

い no. 1 の虫ピンでこれをガラス方向に支える。宝石商鉗子とマイクロピンを使い大腮、小

腮、及び下唇鬚と取り除く。上咽頭と触角を取り除く。ホイヤー氏液を使い腹側の凹部に頭



  
 

 
 

蓋と大腮をのせる。凹部の隣に顕微鏡のスライドの平らな部分に完全に広げた作業が終わっ

たスキンをのせる。一番良くできた腹側を上にする。上咽頭、触角、大腮、及び下唇鬚は、

同じカバーガラスの下でこのスキンとともにのせる。同じ顕微鏡のスライド上にすべての胴

体部分をのせる。幼虫の脱皮殻の場合、解剖する前にはラボ用洗剤(例えば Decon 90)の 5% 
溶液に、約 2 時間標本を浸してから蒸留水でこれを完全に濯ぐ。標本を前方に開き、口器を

解剖する。これらは洗浄せずに直接、ホイヤー氏液内でのせるのも可能である。標本をのせ

た直後にスライドにラベルを付け、40 °C の温度で数日間オーブンに入れる。乾燥後、ホイ

ヤー氏液の乾燥と標本の損傷の可能性を防ぐためにプレパラート標本  (例えば  Glyptol, 
Brunseal) のシールに推奨されているラッカーを使うか、少なくとも二層にしたマニキュア液

でこのスライドをシールする。 

 

[46] 標本にのせるのにユーパラルかカナダ‐バルサムを使って永久スライドが作成できるが、

これには労力のかかる脱水過程が要求される。 

 

[47] この同定には高性能の（少なくとも 400× の）複合顕微鏡を使わなければならない。顕

微鏡の性能にもよるが、満足できる解析を得るには油浸が必要かもしれない。 

 

[48] 4.2 成虫に関する準備手順 

[49] 成虫の Trogoderma 標本は、同定前にラボ用洗剤か、超音波洗浄器で洗浄する必要があ

るかもしれない。標本が粘着トラップで捕えられた場合、この接着剤は例えばケロシンなど

の各種の溶剤を使えば溶解できる。これらの溶剤は、ラボ用洗剤で標本から取り除ける。 

[50] 準備を開始する前に、温められた蒸留水に約一時間、成虫を浸す。次に、細い鉗子を使

い標本が水の中にある間に腹部を取り除く。標本を乾燥させて、好ましくは横方向に長方形

の段ボールの上にのせる。（横側で標本を粘着させることにより損傷しづらく、背面と前面

の検査が行いやすい。）次に、腹部を側面から開き、腹部の体節の 後をそのままにして残

す。これを約 10 分間、温めた水浴内で 10% の KOH 溶液か水酸化ナトリウム (NaOH) 溶液に

いれておく。水でこの標本を濯ぎ、有鉤マイクロピンを使い生殖器を慎重に取り除く。腹部

は昆虫が付いている同じ長方形の段ボールに接着させ、腹側を上にして接着する。通常、生

殖器は苛性溶液でさらに浸軟処理を行う必要がある。マイクロピンを使い、挿入器をペリフ

ァリック背板と第 9 腹部の体節から分離する。 

[51] 封入剤のホイヤー氏液を使い顕微鏡のスライド上に生殖器をのせることができる。形を

維持できるように挿入器をホールスライドグラスにのせる。平らな顕微鏡のスライド上に雌

性生殖器をのせられる。 

[52] 標本をのせた後すぐにスライドと針で止めた昆虫にラベルを付ける。このスライドは 
40ºC の温度で数日間オーブンに入れておく。乾燥した後のスライドはまとめておく (セクシ

ョンン 4.1 参照)。 

[53] 永久又は半永久的保存用封入剤を使い生殖器を標本にのせる必要がない場合、顕微鏡の

スライド上の単一滴のグリセロールの中で検査をする。同定した後は、器官は単一滴のグリ

セロール内のマイクロバイアルにおくか、腹部のとなりの長方形の段ボールに接着させる。 

[54] 4.3 貯蔵商品の中でしばしば発生するカツオブシムシ科の属 

 



   
 

[55] さらに Trogoderma 以外では、Anthrenus, Anthrenocerus, Attagenus 及び Dermestes などの

他のカツオブシムシ種が貯蔵商品に発見される。収集された標本の診断の第一歩は、属の同

定である。これらのカツオブシムシの成虫、及び場合に依っては幼虫は、Mound (1989), 
Kingsolver (1991), Haines (1991), Banks (1994), Rees (2004) 及び／又は Háva (2004)のキーの少

なくとも一つを使って同定できる。北米のカツオブシムシ科の属は Kingsolver (2002) のキー

を使って同定できる。 

 

[56] 以下の簡単なキーを利用して、貯蔵産物から一般的に発見される他の４属のカツオブシ

ムシから Trogoderma を迅速に区別することができる。区別上の形質はセクション９の図 1

から１６に示されている。 

 

[57] 4.3.1 幼虫 

[58](1) 腹部第 9 節に尾突起があり、第 10 節は硬化する。円筒形。Dermestes spp. 

[59]   尾突起はない。           2          

[60] (2) hastisetae が無い背面小腮鬚は 4 節。Attegenus spp. 

[61]          hastisetae が有る背面（図 13(A)）小腮鬚は 3 節。       3        

[62] (3) 腹部の背板後縁は波状または emarginate。背板後部の膜状部に hastisetae の束がある

が、第 8 背板には hastisetae の束を欠く。    Anthrenus spp. 

[63]  腹部の背板後縁は波状または emarginate ではない。hastisetae の束は背板上の硬皮板

から生じる。第 8背板には hastisetae の束がある。      4 

[64] (4) 触角第 2 節は末端節の約 2 倍の長さ。hastisetae の先端部は、その 大幅の少なくとも

3 倍の長さ。  Anthrenocerus spp. 

[65] 触角第 2 節は末端節とほぼ同じ長さ。hastisetae の先端部は、その 大幅の 3 倍未満の

長さ。  Trogoderma spp. 

 

[66] 4.3.2 成虫 

[67] (1) 中央単眼が無い  Dermestes spp.（図 10） 

[68] 中央単眼が有る          2 

[69] (2) 体が鱗のような毛で覆われている。触角溝に触角が完全に収容され、正面から完全

に見える。（図 9(A)）   Anthrenus spp.（図 12） 

[70]  体が単純な毛で覆われている、部分的に白く、扁平（剣状）だが鱗のようではない。 
             3 

 



  
 

 
 

 [71] (3) 触角溝は後方で閉じている。触角の球桿部は 3節からなり各節は明瞭。   
Anthrenocerus spp. 

[72] 触角溝は後方で開いているか部分的に posterior carina で区分される。触角溝はは触角

よりもかなり幅広いが正面からは見えない。（図 9(B)）      4 

 

[73] (4) 触角溝は後方で開いている。後脚基節の後縁は角張る。後脚ふ節の第 1節は第 2節よ

りも短い。   Attegenus spp.（図 11） 

[74] 触角溝は後方に隆起線を有する。後脚基節の後縁は直線状、弧状または波状。後脚ふ

節の第 1 節は第 2節よりも長い  Trogoderma spp.（図 1(A), 3, 9(B)） 

 

[75] 4.4 Trogoderma 幼虫の同定 

[76] 残念ながら、これまで Trogoderma の既知種すべてを網羅する検索は発表されていない。

経済的に重要な種については数種類のキーが報告されている。Banks (1994) は、貯蔵商品に

関連した Trogoderma 種の成虫と幼虫のキーを報告し、同様に、倉庫で発見される成虫と幼

虫のキーも報告した。Beal (1960) は、 貯蔵商品の害虫も含めて、世界各地の Trogoderma 14
種の幼虫の同定キーを作成した。Mitsui (1967) は日本の一部の Trogoderma 種の幼虫と成虫

の同定キーを示し報告した。Kingsolver (1991) と Barak (1995) は、Trogoderma 数種を含む一

部のカツオブシムシの成虫と幼虫のキーを報告した。 

 

[77] 4.4.1 Trogoderma 幼虫の予備的な同定 

[78] 幼虫又は脱皮殻に以下の特徴がみられる場合は、標本は Trogoderma 種である可能性が

高いので、セクション 4.4.2 載せてある特徴の詳細なリストをチェックする必要がある。 

[79] 

- 幼虫は細長く、筒状で、毛が多い 

- hastisetae が背板の硬化した部分にある。 

- 爪の腹面にある前ふ節刺毛は均等でない。 

- 触角各節がほぼ等しい。 

[80] 4.4.2 Trogoderma 幼虫の判別特徴法 

[81]下記の Trogoderma 幼虫の判別特徴法は、Banks (1994)、 Beal (1954, 1960)、 Haines (1991)、 
Hinton (1945)、 Kingsolver (1991)、 Lawrence (1991)、 Lawrence ら (1999a)、 Okumura 及び 
Blanc (1955)、 Peacock (1993) 及び Rees (1943) により採用された。 
[82] 

(1) 引き伸びた、円筒形、いくぶん平坦化した胴体、横幅の約 6 倍、広く、体側はほぼ平

行だが、後方に向かってだんだんと細まる。 

(2) 頭部はよく発達し、硬化する。下口式。 

(3) 関節を有する脚が 3 対ある。 

(4)  爪の腹面にある前ふ節刺毛は、不均一。 

(5) 毛深い、違いのある hastisetae, spicisetae 及び/又 fiscisetae (図 13 及び 15)の毛で覆われ

ている。 

 

(6)  hastisetae の先端部が横幅の 3倍以内 (図 15)。 



   
 

(7)  すべての nota 及び背板に多くの hastisetae があり、腹部第６から８節（Anthrenus 属で

は、hastisetae の束は、第 5, 6 及び 7 節の背板の硬化した部分の裏の膜に挿入してい

る。）までの背板の後側部の上に入っている直立した hastisetae の顕著な束がある。 

(8) 尾突起が無い。 

 

[83] 4.5 Trogoderma granarium 幼虫の同定 

[84] 4.5.1 Trogoderma granarium 幼虫の同定のための検索 

[85] T. granarium の幼虫 (図 1(B), 1(C) 及び 16) は、以下のショート・キーを使えば他の 
Trogoderma 種から分離できる。必要であれば、Beal (1956, 1960)、 Banks (1994) 及び Peacock 
(1993)のキーを使い合理的な信頼性で他の害虫と数種の非害虫種を同定か、少なくとも分離

できる。 

[86] (1) 上咽頭には 4 つの papillae がある、通常、1 つの感覚カップ。     2 

[87]  上咽頭には 6 つの papillae がある。         3 

[88] (2)  背板は 統一的に黄褐色、大きな spicisetae の基部は灰色に着色しない、硬化が弱い

acrotergites 、腹部第 8 節の antecostal suture がほぼ無い（有っても、かすかで通常は

折れている）、毛は触角体第 1 節を完全に囲む、1 つの毛が付いた触角第２節、基部

から１／４までに感覚孔が付いた触角末端節、図 15(A), (B)のような hastisetae 形態。 
  Trogoderma granarium Everts 

[89] 背板は通常、暗灰褐色で、少なくとも主要な spicisetae の基部においては acrotergites 
は褐色で硬化してる。腹部第 8 節の antecostal suture は明瞭。毛の無い触角第 2 節、

図 15(C), (D) のような hastisetae 形態。   Trogoderma glabrum (Herbst) 

 

[90] (3) 触角第 1 節の刺毛は、外側及び外～腹側は無毛で内側及び内～背面側に集まる。触角

第 1 節上の十分に伸びた刺毛は第 2 節の尖にはとどかない。触角末端節の感覚孔は基

部から１／４までにない。acrotergites 上の中央の小さな spicisetae は antecostal suture 
に達するほど長くない（図 14(C)、図 14(D)と比較）。hastisetae (図 15(E), (F)) は胸部

と前方の腹部背板でまばら。（図 14(A)）。背板に大きな spicisetae の単一の列（図 
14(B)）。  Trogoderma variabile Ballion 

[91] 上記の形質の組み合わせが無い種 その他の Trogoderma spp. 

[92] 1 つの標本とか脱皮殻又は汚損した標本のみに頼った場合には、幼虫の同定は信頼性

が無くなる。これは、多くの種では種内変異が他の種の特有に見られる一方で、独

立した標本では種に特有と考えられた特徴が見られない可能性があるからである。

更に多くの非害虫 Trogoderma 種が貯蔵商品に発生していても、これらについての形

質の多くはあまり研究されていない。 

 

[93] 4.5.2 Trogoderma granarium 幼虫の判別特徴法 

[94]Trogoderma granarium 幼虫の判別特徴法は以下の通り。 

 

[95] 

(1)触角体節がほぼ等しい。 



  
 

 
 

(2)触角第 1 節の毛は、その体節をほぼ完全に囲んで、第 2 節の先端にとどくか超える触

角第 2節の長さの少なくとも 4 分の 3である。 

(3)終齢幼虫の触角第 2節は通常、刺毛を 1 本有する。 

(4)触角末端節は基部から１／４までに少なくとも一つの感覚孔。 

(5)通常 1つの単位で、遠位感覚カップ に４つの乳頭が付いた上咽頭。 

(6)fiscisetae が無い。 

(7)背面正中面に毛がない。 

(8)antecostal suture の後方、大きな spicisetae の前方にあり第 1腹部背板に少なくとも６つ

の小さい spicisetae。 

(9)suture を超えるほど長くないが antecostal suture の前方で前正中に小さな spicisetae。 

(10)滑らかか、又は目立たない鱗で覆われた第 1 腹部体節上の大 spicisetae、毛の直径の

少なくとも 4 倍に関して tips が滑らか。 

(11) 腹部第８背板の antecostal suture はほぼ常に無い。有る場合は、かすかで断続的。 

(12)腹部第 7 背板上の antecostal suture はかすかであるか、断続的である。 

(13)胸部とその他の体節の面で灰色の色素は見られない。大きな側面 spicisetae の基部に

おいても見られない。 

[96] 4.5.3 Trogoderma granarium 幼虫についての記述 

[97] 初めての齢の幼虫（図 1(B)）は、1.6–1.8 mm の長さで 0.25–0.3 mm の幅である。胴体は

黄白色で頭と毛は雀色である。成熟した幼虫（図 1(C)）は、 4.5–6 mm の長さで、 1.5 mm の
幅であり、胴体は雀色である。幼虫の胴体は 2 種類の毛で覆われて、spicisetae （図 13(B)）
の中の毛幹は小さく、固い、上向きで、尖った鱗で覆われている。そして、hastisetae (図 
13(A))の中の毛幹は、槍のような尖で複数の体節になっている。Spicisetae は頭と胴体の体節

の背面全体に散らばっている。尻尾から第９腹部の体節の上にある 2 つのグループの

Spicisetae。Hastisetae は背部及び腹部のすべての体節で見られるが、 後の３又は４体節の

上には際立った、対の、直立した束を形成する (Beal, 1960, 1991; EPPO/CABI, 1997)。 

[98] 4.6 Trogoderma 成虫の同定 

[99] 4.6.1 Trogoderma 成虫の予備的な同定 

[100] 以下の特徴のすべてが観察される場合、標本は Trogoderma 種である可能性が高い。そ

こで、セクション 4.6.2 の特徴についての詳細なリストをチェックする必要である。 
[101] 

- 中央単眼が有る。 

- 触角凹部が posterior carina によりはっきりして、横方向に開いている。 

- 触角の輪郭が滑らか（図 5(A)）、触角の球桿部が少なくとも 3体節。 

- 胴体は毛が多く、鞘ばねは通常、青白い（剣状突起）毛（死んだ成虫の毛はしばしば

剥がれている）の 3 つの transverse 帯。 



   
 

[102] 4.6.2 成虫の判別特徴法 

[103] 以下の特徴は、Banks (1994)、Beal (1954, 1960)、Haines (1991)、Háva (2004)、Hinton 
(1945)、Kingsolver (1991)、Lawrence 及び Britton (1991, 1994)、Lawrence ら (1999b)、Okumura 
及び Blanc (1955) 及び Peacock (1993)らによって採用されている。 

[104] 

(1)卵形の胴体、剛毛で濃く覆われた、単純な毛、通常 2 から 3 の異なる種類、側臥位、黄白

色で僅かに倒れている毛（剣状突起）。 

(2)中央単眼がある。 

(3)横方向 carina がない前胸背板。 

(4)前腹側面の触角凹部は正面から見えないか、僅かしか見えない（図 9(B)。 

(5)少なくとも全長の半分まで触角凹部が後方に稜をなすし、側面から開く。 

(6)前胸腹板は前方に「カラー」を形成する。 

(7)中胸腹板は深く溝で分けられる。 

(8)後基節板の後縁は湾曲しているか、又は曲がりくねっていて、角ばっていない。 

(9)後ふ節の第 1体節は第 2体節より長い。 

(10)触角は短く、9–11 体節で、3–8 体節の球桿部で、触角輪郭は通常、滑らかであるか、お

おまかに扇形で、末端体節は過度に大きくない。 

(11)すべての足のふ節は 5体節。 

 

[105] 4.7 Trogoderma granarium 成虫の同定 

[106] Andras Szito により作成された以下のショート・キーを T. granarium を貯蔵商品にしば

しば発生する他の Trogoderma 種と区別するために使用する。必要な場合、Beal (1954, 1956)、
Banks (1994)、Kingsolver (1991) ならびに Mordkovich 及び Sokolov (1999)らのキーで同定が出

来きる。これらのキーは、貯蔵商品に発生する種を含み、従って Trogoderma 成虫の同定に

も使える。多くの Trogoderma 種の成虫についての性の同定は、それらの生殖器の解剖後に、

実際的に可能である。（雄雌の生殖器の形態については、図 7 と 8 を参照）触角のクラブ

の形態についての外部判別特徴チェックは、性別が同定されている標本で行う。 

 

[107] 4.7.1 Trogoderma granarium 成虫の同定キー 

[108] (1) 背側細軟毛は単色。   非害虫 Trogoderma spp. 

[109] 背側細軟毛は単色ではないが、パターン化しているか完全に剥がれている。（黄褐

色と雀色の毛に加えて剣状突起の毛）。        2 

[110] (2) はっきり出たパターンがない鞘ばね、単一色又はぼんやりとまだら模様。   3 

[111] より明るいか、暗い部分がはっきり出た鞘ばね（図 2)。      4 

[112] (3) 外皮が黒、まれに僅かな茶色の斑点があり、 基礎ループ, 亜中央及び亜先端帯は黄色

と白色の剣状突起の毛で形成されている、触角は常に 11 体節、雄の触角球桿部は 5–
7 体節で、雌は球桿部 4–5 体節、雄の第 5 腹板は側臥位の毛。   Trogoderma 
glabrum (Herbst) 



  
 

 
 

[113] 外皮が明るい雀色、ときにはっきりしない明るい斑点、散らばった剣状突起の毛が

稀に 2–3 のはっきりしない帯を形成する、触角は通常 11 体節、まれに９又は１０体

節、雄の触角球桿部は 4–5 体節、雌は 3–4 体節、濃く，荒い尖パッチが付いた雄の 5

腹板。   Trogoderma granarium Everts 

[114] (4) はっきりした明るい基礎ループが付いた鞘ばねの外皮。      5 

[115] はっきりとした帯と斑にのみ付いた鞘ばねの外皮。      7 

 

[116] (5) 目の前端部がはっきりとした凹頭している。   Trogoderma inclusum(LeConte) 

[117] 目の前端部が真っすぐか、曲がりくねっている。       6 

[118] (6) 基礎ループは antemedian 帯に決して接続されていない。 Trogoderma variabile Ballion 

[119] 鞘ばねの外皮の基礎ループは縦断的帯（単数）又は帯（複数）で antemedian 帯に接

続されている（ここでは、より明白でない目の先端の凹みがある T. inclusum はキー

から外す。）Trogoderma ornatum (Say), T. simplex Jayne, T. sternale Jayne, T. 
versicolor (Creutzer) 

[120] (7) 3 つのはっきりした（基礎, 亜正中及び尖区）横帯の付いた鞘ばねの外皮、横帯の上

の毛は主として白色、かすかに黄色の側臥位の毛の付いた剣状突起。    
Trogoderma angustum(Solier) 

[121] はっきりした基礎帯及び亜正中の斑点の付いた鞘ばねの外皮  Trogoderma 
variabile 縮小パターン（図 4） 

 

[122] 通常、鞘ばねの横帯はだいたい完全な基礎ループ、前正中及び正中の帯ならびに尖斑

を形成する。一部の標本には縮小した鞘ばねのパターンがあり、基礎ループは曲がった前面

帯、小さな斑での前正中及び／又は正中の帯で示されるが、尖斑は通常は無い。 

[123] 確かな同定には、判別特徴法のすべて（特に、破損している標本の場合）を観察する。 

[124] 大多数の Trogoderma 種が記述されていないので、生殖器解剖を行う。これは生殖器を

調べることで同定間違いの機会が有意に減少するからである。 

[125] Matveeva (2001) は、Trogoderma granarium の成虫を T. variabile (図 3, 4) 及び T. glabrum
から分離する特徴を追加的に提供している。後翅のサイズと形態は、破損した標本を同定す

るには有効で、これら２つの形質を考慮することは義務ではないが、他の特徴に基づいてす

る同定の正確さを増すことになる（図 6）。解剖の間は、後翅を取り除き、グリセロールか

ホイヤー氏液にのせる。 

[126] ヒメアカカツオブシムシの後翅は、より小さい（T. variabile 及び T. glabrum の 2.5 mm 
と比べると、その平均の長さは 1.9 mm である）。白っぽい色でより見えにくい翅脈がある。

前縁脈（平均＝ 10）上の毛 S1 の数は T. variabile 及び T. glabrum (平均 = 20–23)の半分であ

る。前縁脈と縁紋（平均＝2、時には無い）の間の小さな毛 S2 の数は、T. variabile 及び T. 
glabrum （平均＝ 8）より少ない（図 6）。 



   
 

[127] 4.7.2 Trogoderma granarium 成虫の判別特徴法 

[128] T. granarium の成虫は、長楕円形のカツオブシムシで 1.4–3.4 mm の長さで 0.75–1.9 mm 
の幅がある。頭は反曲し、頭と前胸背板は鞘ばねよりも黒ずんで、足と腹部は茶色である。

鞘ばねは茶色である。雌は僅かに雄よりも大きく、明るい色合いである。 

[129] T. granarium の発育期を正確に同定するために、カツオブシムシ科、Trogoderma 種及び 
granarium 種を同定するのに使う形質に対応させる。それらの形質は以下の通り。 

 

[130] 

(1) 鞘ばねの爪上皮が単色で、通常、明るい茶色か雀色、又は明確なパターンが無くぼん

やりとまだら模様。 

(2) 鞘ばねの毛は主に茶色（さらに明確な帯状パターンを形成しいる黄色又は白色の毛が

ある。カツオブシムシが動き回り、かつ光沢のある姿になっていくので成虫のこの毛

は徐々に剥がれていく。） 

(3) 9–11 体節の触角。4–5 体節の雄の触角球桿部。3–4 体節の雌の触角球桿部（図 5）。 

(4) 内なる目の周縁は真っすぐ、又は曲がりくねっている。 

(5) 雄の腹部 背板はほぼ均等に硬化し、この周縁に沿う毛は内側に纏められる傾向が有る。

第 9 背板はほぼ U 字型のより広い近位切離端をもつ。第 10 背板 は多くの長い毛をも

つ。 

(6) 雌の交尾嚢内 serrate 骨片は小さい、受精嚢の屈曲部の長さ以下で、10–15 の歯をもつ

（図 8）。 

(7) 真っすぐな雄の生殖器、かつ均一に広く、交尾鈎に接続する点でより広い（図 7(A)）。 

 

[131] 4.7.3 Trogoderma granarium 成虫についての記述 

[132] T. granarium 成虫のイラストが図 1(A)にある。 

[133] 雄成虫 
 
[134] 胴体：長さは 1.4–2.3 mm (平均 1.99 mm)、幅 0.75–1.1 (平均 0.95 mm,) mm、長さと幅の

比率は約 2.1:1。頭と前胸背板は暗い雀色。通常は、はっきりしない明るい雀色の横帯

がある雀色の鞘ばね。胸部腹面と腹部は雀色。足は黄褐色。 

 

[135] 毛: 均等に分布し、粗く、斜上、黄褐色、及び、少なく、散らばって、暗い雀色

の毛がある、かつ、下の爪上皮の色に対応した毛の色をもつ背面。内側に及び側面に

黄白色の板、剣状突起、毛がある前胸背板、黄白色の剣状突起の毛の不明確な帯が 2

又は 3 ある鞘ばね。濃く、単純な剛毛の生えた点刻をもつ腹側表面で、この点刻は 
ventrites のうえではより濃く、毛は細かく、短く、側臥位で、黄白色。 

 

[136] 頭：点刻は大きく、前方に も大きい、単眼あり、１から５の点刻穿孔の直径の距離

で分離され、その間の面は光沢がある。触角は黄白色で、4 又は 5 体節の球桿部のあ

る 9，10、又は 11 体節。触角窩は浅く、触角でゆるく満たされている。目は内側にま

っすぐ、又は時には微かに曲がりくねっている。 

 



  
 

 
 

[137] 胸部：前胸背板の前端部は前端部の中央を向く雀色で、粗い毛の列、円板の前方半分

の上の後ろを向いた、かつ後面半分の上の小楯板を向いた毛。点刻は前方及び側面に

沿って、さらに内側でやや大きく、かつより高密度で、さもなければ、円板上で小さ

く、単純で、かつ約 2–4 直径で分離される。 

 

[138] 後側部の端は滑らかで、光沢がある、さもなければ、高度に細かく高密度の点刻。前

胸腹板は高密度の点刻、後突起の側面は真っすぐで尖に向かい徐々に漸減する。 

 

[139] 剛毛の生えた点刻により高密度の点刻がある鞘ばね、点刻は小さく、横方向により高

密度、円板上は 2–4 の直径で、側面は 1–2 の直径で分離。 

 

[140] 後翅はあいまいな翅脈がある。前縁脈の上のより大きな毛 S1 の平均数は 10 で、前縁

脈と縁紋の間の毛 S2 の平均数は 2 である。 

 

[141] 脛節は外縁に沿った刺がある。後ふ節の第 1 節は第 2 とほぼ同じ長さ。末節は第四節

の長さの約 2 倍。 

 

[142] 腹部：1 番目の ventrite は弱い大腿部の線がある場合と無い場合がる。Ventrites は細か

い、雀色の、側臥位の毛で覆われ、 後から２番目の ventrite の後方半分は特に高密度

で、より粗く、斜上、暗い雀色の毛がある。 

 

[143] 生殖器: 挿入器の中葉の遠位端は交尾鈎の尖より短い。交尾鈎は広く、内側及び外側縁

まばらで、短い毛、毛は挿入器の半分の長さに伸びている。挿入器ブリッジは遠位か

らの全長の約 3 分の 1 の場所にある、遠位及び近位に真っすぐ、ブリッジは交差する

所の挿入器と同じか、又はより広い、突起状の構造体は漸減している。 

 

 

[144] 雌成虫 

 

[145] 胴体：長さは 2.1–3.4 mm (平均 2.81 mm)、幅 1.7–1.9 (平均 1.84  mm,) mm、長さと幅の

比率は約 1.6:1。 

 

[146] 触角はしばしば 11 体節以下、球桿部は 3–4 体節。 

 

[147] 後から２番目の ventrite の後方半分は、斜上で、雀色の、粗い毛が高密度のフリンジ

がある。 

[148] 他の形態学的特徴は上記の雄の場合と同じ。 

 

[149]生殖器：交尾嚢内は二つの小さな歯状骨片をもち、骨片の長さは受精嚢の屈曲部の長さ

と同じか短い。 

 

[150] 5. 記録 

[151] 記録と証拠は ISPM 27 のセクション 2.5 で述べたように保管する。 



   
 

[152] 締約国が診断の結果により重大な影響を受ける可能性がある場合において、診断、記

録及び証拠（特に、保存幼虫と成虫、スライド標本、写真）は少なくとも 1 年間保存しなけ

ればならない。 

 

[153] 6. 問合せ先の窓口 

[154] 本プロトコルに関する問い合わせは以下で行われる。 

[155] 西オーストラリア州農業・食品省（西オーストラリア州政府）バイオセキュリティー

研究本部、植物バイオセキュリティー課、昆虫学係 3 Baron-Hay Court, South Perth, WA 
6151, Australia (tel: +61 8 9368 3248, +61 8 9368 3965; fax: +61 8 9368 3223, +61 8 9474 
2840; e-mail: aszito@agric.wa.gov.au). 

Plant Health and Seed Service 検査庁、中央検査室、 Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń, Poland 
(tel: +48 56 639 1110, +48 56 639 1115; fax: +48 56 639 1115; e-mail: 
wkarnkowski@piorin.gov.pl).  

Laboratorio de Plagas y Enfermedades de las Plantas. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), Av. Ing. Huergo 1001, C1107AOK Buenos Aires, Argentina (tel: 
+54 11 4362 1177, extns 117, 118, 129 and 132; fax: +54 11 4362 1177, extn 171; e-mail: 
albabriano@senasa.gov.ar). 
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[159] 9.図 

[160] 



   
 

 図 1:Trogoderma granarium: （A)、成虫（B)、若い幼虫(C)成熟した幼虫 
((A), (C), ICI Plant Protection Division; (B), Cornel Adler, BBA, Germany)  
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http://review.fao.org/ippc/upload/convert/1_1306229433255_Trogoderma_granarium_100228_toMC(fromSCApril2010)_html_m680b a1ea.jp g

 
図 2: Trogoderma 種 鞘ばねのパターン (Beal, 1954) 
 

[162] 

 
図 3: Trogoderma variabile の成虫(Berg, 1999b) 
 
 
 
 
 
[163] 



   
 

 

 
図 4: Trogoderma variabile の鞘ばねのパターン 
[164] 

 

 
[165] 

図 5: Trogoderma granarium の触角: （A)、正常な数の体節をもつ雄の触角（B)、減少した数の体節をもつ雌の

触角（C)正常な数の体節をもつ雌の触角 (Beal, 1956) 
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図 6: 後翅の形態： (A) Trogoderma variabile 及び T. glabrum と  (B) T. granarium の後翅の形態の比較 
(Matveeva, 2001) 
[167] 

詳細： 1、翅の一般的形態。２、翅の拡張した前方部分。C,前縁脈。P,縁紋。S1、前縁脈の毛。S2、前縁脈と縁

紋の間の小さい毛。 
[168] 

 

 
図 7:雄の生殖器：（A) Trogoderma granarium,（B) T. inclusum,（C) T. variabile (Green, 1979) 
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図  8:Trogoderma granarium の雌の生殖器：（A),生殖器の全体図。（B)交尾嚢内 serrate 骨片のひとつ 
(Varshalovich, 1963)。 
[170] 

詳細： １、産卵管。２、第 7 の腹部の骨片。３、膣。４、交尾嚢内。５、卵管。６、交尾嚢内の２つの serrate 
骨片。７、受精嚢の屈曲部。８、受精嚢。９、附属腺。 
[171] 

 

    
 
[172] 

図 9: 触角凹部が前面から明確に見える（Anthrenus）、触角は完全に 凹部 を充填している。（B)触角凹部が前

面から明確に見えない (Trogoderma)、触角は凹部にゆるくはいっている。 
((A), Mound (1989); copyright: Natural History Museum, London, UK; (B), Kingsolver (1991)) 
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図 10:成虫 Dermestes lardariu。著作権：英国 環境・食料・漁業省(Haines, 1991) 
[174] 

 

 
図 11：成虫 Attagenus sp.; 著作権：ロンドン自然史博物館、英国 (Haines, 1991) 
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図 12: 成虫 Anthrenus verbasci。著作権：：ロンドン自然史博物館、英国 (Haines, 1991) 
[176] 

 
図 13: 幼虫の毛：Trogoderma carteri 幼虫の腹部 tergum の（A)hastiseta,（B)spiciseta、（C)iscisetae (f) 
((A), (B), Varshalovich (1963); (C), Beal (1960)) 
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図 14:腹部背板及び毛：（A) 拡張した hastiseta がある Trogoderma variabile 幼虫。（B)T. variabile 幼虫の第 1

腹部背板。（C)antecostal suture (T. variabile)を超えて尾の方に十分に伸びていない第 1 腹部背板の前面部分

の毛。（D)antecostal suture (T. variabile)を通って尾の方に十分に伸びている同じ毛。 
((A), Kingsolver (1991); (B), Beal (1954); (C), (D), Berg (1999a)) 
 

 

[178] 

 

(B) 

(C) (D) 

(A) 



   
 

 
図 15:異なる Trogoderma 種の hastisetae 形態の比較：（A),（B) T. granarium。（C),(D) T. glabrum。（E),

（F) T. variabile。（G),（H) T. inclusum。著作権：ロンドン自然史博物館、英国(Peacock, 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

[179] 図 16:Trogoderma granarium 幼虫を他の Trogoderma 種 幼虫から区別する図解キー(Berg 
(1999a); Kingsolver (1991)) 

Trogoderma non-granarium 

Trogoderma non-granarium 

setae of antennal segment I 
reaching or surpassing apex 
of segment II when antenna 

is fully expanded 

setae of antennal segment I 
not reaching apex of segment 

II when antenna is fully 
expanded 

epipharynx with four papillae in 
distal sensory cup 

terga uniformly 
creamy yellow to 
medium brown 

antecostal suture of 8th 
abdominal tergum 
absent (setae are 

omitted) 

second segment of 
antenna frequently but 
not always with one 

seta, especially in last 
larval instar 

terga dark gray 

antecostal suture of 
8th abdominal 
tergum present 

(setae are omitted) 

no setae present on 
second segment of 

antenna 

epipharynx with six papillae 
in distal sensory cup 



   
 

[2]  草稿: ISPM5 (植物検疫用語集)の改正 

 

[3]  本文書の日付  2011 年 5 月 6 日 

文書の種類 ISPM 5 ( 植物検疫用語集)の改正 

文書の現在の段階 2011 年度加盟国協議向けに承認された 2011 年 5 月度 SC 草稿 

出典 作業プログラムの主題: ISPM 5 (植物検疫用語集)に対する改正、 
CEPM(植物検疫措置に関する専門家委員会) (1994 年) 

主な段階 仕様書 TP5 2011 年 5 月 加盟国協議向け TP5 仕様書草稿 

注 2011 年 2 月 12 日: IPPC(国際植物防疫条約) の植物検疫用語に関す

る技術パネル（TPG）の 2010 年 10 月の会合で策定。 2011 年 2 月

27 日: 編集。2011 年 5 月の SC 用に 2011 年 3 月 1日、フォーマッ

トを調整。2011 年 5 月 6日の SC 後に編集。 
 

 加盟国には、ISPM5 における追加、改訂および削除のための以下の提案を検討するよ

う依頼する。 

[4]  1. 追加 

[5]  1.1 閉じ込め 

[6]  背景 閉じ込めという言葉は 2010 年 4 月、SC が作業プログラムに追加した。それ

は、ISPM 3:2005 (生物的防除資材および他の有用生物の輸出、出荷、輸入および引き
渡しについての指針)及び ISPM 34:2010 (植物の隔離検疫施設の設計と運営)に関する閉
じ込め（Confinement ）という言葉の定義を作成しようという TPG の提案に基づいてい

た。TPG は 2010 年 10 月、定義の草稿を提案し、 SC が 2011 年 5 月にそれを見直し

た。以下の点が考慮される： 

[7]  - 閉じ込め（Confinement ）は現在、2010 年 ISPM 34 で使われる言葉である。その

ISPM の草稿が加盟国の協議のために送られた時、封じ込め（containment）とい

う言葉を使うようにとコメントする加盟国もあった。しかし、その現在の意味に

関して IPPC(国際植物防疫条約)の文脈で使われているように 2 つの用語が必要

であると推奨された。すなわち、地域に関しては封じ込め（containment）を、施

設に関しては閉じ込め（Confinement ）ということである。  

- 封じ込め（containment）の定義におけるように、説明されるのは閉じ込め
（Confinement ）の過程であり、その結果ではない。 

- 措置（measures）は 植物検疫措置を意味するのではない。 封じ込めという言葉

は規制有害動植物に対するより広汎に使われている。それはまた、特定の有害動

植物を直接に対象とせずに、予防手段として使うことができる。  

- 閉じ込め（Confinement）は、有害動植物を検疫施設又は規制区域内にせき止める

ために使われ、他方, 封じ込め（containment）という言葉はある地域から出ない

ようにすることを目的とする。 

- 閉じ込め（Confinement）はより広く利用される可能性があるので、規制有害動植
物又は検疫について使わないように勧める。 

 



  
 

 
 

[8]  提案された追加 

[9]  閉じ込め 

 

有害動植物が拡散するのを防ぐための、規制品に対する公的な

措置の適用 
 

   

[10] 1.2 駆除(Exclusion) 

[11] 背景 2009 年、ミバエ類に対する技術パネル(TPFF)は、ミバエ類の管理に対する植物検疫

手続きに関する ISPM の草稿における駆除（exclusion）の定義についての提案を策定した。その

用語は 2010 年 4 月、SC が TPG の提案に基づき作業プログラムに加えた。TPFF の定義は、

TPG が 2010 年 10 月に見直し修正し、2011 年 5 月 SC が見直しをした。以下の点が検討対象で

ある： 

[12]    その用語は単なるミバエ類の管理より広く適用されることから、その定義は広くなくては

ならない。根絶（eradication） 及び抑圧（suppression）に対し定義があるのと同じよう

に、この用語を定義するのは有用なことである。 

- 公的な（official）措置ではなく、植物検疫（phytosanitary）措置を利用することを薦め

る。公的（official）は国内における有害動植物に対して適用される手段にはより適してし

ていたかもしれないが、根絶（eradication）及び抑圧（ suppression）の定義は  植物検疫
措置(phytosanitary measures)を利用することから、3 つの定義の間に齟齬を持ち込むの

は望ましくない。 

- 侵入（introduction）という用語 (すなわち、入り込み及び定着）が利用され、入り込み
（entry）ではない。 駆除手段のパッケージには、一時的発生あるいは流入の場合には、

定着（establishment）を防ぐ手段を含む可能性がある。 

- 侵入（ introduction）の定義はすでに地域を表しているので、定義では地域に言及しない

ことを薦める。  

[13]  提案された追加 

[14] 

駆除 有害動植物の侵入を防ぐための、植物検疫措置の適用  
 

[15] 2. 改訂 

[16] 改訂された用語と定義に関しては、 終的に承認された定義に対する変更もまた説明され

る。加盟国のコメントは、提案された変更にのみ関するものでなければならないと示唆されて

いる。 

[17] 2.1 吸収線量 

[18] 背景 2010 年 10 月の TPG は、用語の使用の一貫性について ISPM5 の見直しにおいて、こ

の改訂を明らかにした。 この変更は CPM-4 (2009 年)のレポートに述べられるような一貫性に関

する変更とは考えられないので、それは用語集に対する訂正として提案される。以下の点が検

討の対象となる： 

 



   
 

[19] 

- 吸収線量 は物理的用語であり、IPPC（国際植物防疫条約）に関連した特別な意味はな

く、通常 ISPM5 の一部とはならない。しかし、それは理解が容易ではなく、ISPM 
18:2003 (植物検疫措置としての放射線照射利用に対する指針) および ISPM 28:2007 (規制
有害動植物に対する植物検疫処理)による処理に関して、非常に重要であることから、そ

れを保持することを薦める。  

- その修正は技術的な誤りを正している。グレイは単位質量当りに吸収される放射エネルギ

ーの量である。すなわち、その単位は定義全体に適用され、古い定義にあるような「放射

線エネルギー」に対して適用されるのではない（放射線エネルギーの単位はジュールであ

る）。  

- これは定義における通常の慣行ではないが、グレーの単位を定義に保持することを薦め

る。ユーザーがそれに慣れていないため、これは特別なケースである。 

[20] 元の定義 

[21] 

吸収線量 特定の対象物の単位質量当りに吸収される放射線エネルギー

（グレイ）の量 [ISPM No. 18, 2003] 
 

[22] 提案された改訂 

[23] 

 

吸収線量 特定の対象物の単位質量当りに吸収される放射線エネルギーの

量（グレー） 

     [24]  2.2 トランジット中の積荷 

[25] 背景 TPG は 2010 年 10 月、改訂された定義を提案した。それは、再輸出積荷 (re-
exported consignment)の提案された改訂および定義策定の規則との一貫性を保証することを

目的としている。 以下の点を考慮する： 

[26] 

- その提案は、再輸出積荷(re-exported consignment)(2.5 参照)の改訂に一貫性をもたらす

ものである（which から that への変更は単純な編集上の変更であり、ISPM における通

常の英語のスタイルに沿ったものである)。 

- 現在の定義の二番目の部分 (植物検疫措置をうけることがあるもの) は要件を表してい

る。これは定義には適切ではなく、要件は ISPM 25:2006 (トランジット中の積荷
(consignment in transit))で説明されている。 

[27] 元の定義 
[28] 

トランジット中の積荷 輸入されることなく、ある国を通過する積荷で、植物検疫

措置をうけることがあるもの [FAO, 1990; 改訂版 CEPM, 
1996; CEPM 1999] 

[29] 提案された改訂 
[30] 

トランジット中の積荷 輸入されることなく、ある国を通過する積荷 



  
 

 
 

 

    

[31] 2.3 植物検疫証明書 

[32] 背景 TPG の提案に基づき、SC は、その用語を 2010 年 4 月作業プログラムに

追加した。2010 年 10 月、TPG は改訂された定義を提案し、SC が 2011 年 5 月見直し

をした。以下の点を検討する： 

[33] 

- 現在の証明書（certificate）と 植物検疫証明書(phytosanitary certificate) という用語は用

語集で相互に関連しており、証明書（certificate）という用語は植物検疫証明書
(phytosanitary certificate)の定義において使われている。 

- 植物検疫証明書 は特定の IPPC 関連の用語であり、 その定義は現在、特定の IPPC に関

連した意味 (現在、証明書の定義で表される)、すなわち、積荷の植物検疫要求事項に

対する適合性の証明を欠いている。従って、証明書を統合しさらに植物検疫証明書と

するよう調整することが提案された(3.2 の下証明書の削除が提案された)。 

- 提案された改訂は紙ベースの植物検疫証明書と電子版に適用され、ISPM 12: 2011 (植
物検疫証明書)と同じ表現を使う。元の語句は文書（document ）(証明書（certificate）
の元の定義において)と変更され、 電子版の植物検疫証明書に適用されない。公的な
（official ）という言葉は NPPO による管理を示すために、両方の場合に使われる。 

- 後の部分の言い換えは、積荷は植物検疫要求事項に従い、ISPM12: 2011 に沿った表

現を使うことを反映している。 

[34] 元の定義 
[35] 

植物検疫証明書 IPPC の証明書様式にならって作られた証明書 [FAO,1990] 

[36] 提案された改訂 
[37] 

植物検疫証明書 IPPC の証明書様式にならって作られ、公的な紙の文書又は

電子版の相当物で、積荷が植物検疫要求事項に合致するこ

とを証明するもの 

 

[38] 2.4 検疫所 

[39] 背景: TPG および SC は、それぞれ 2009 年 6 月、2009 年 11 月、改訂を提案した。

SC は 2010 年 4 月、その用語を作業プログラムに追加した。TPG は 2010 年 10 月、

改訂された定義を提案し、SC が 2011 年 5 月に見直しをした。以下の点が考慮され

る： 

 

 

 

 

 



   
 

 

[40] 

- 検疫所は植物又は植物生産物ばかりではなく、有用生物を含む他の規制品目も保管す

るのに使われるため、現在の定義は余りに制限的である。他の規制品目及び有用生物への言

及も追加された。 

- 特に有用生物に言及することを薦める。それは、ISPM 3:2005 (生物的防除資材および

他の有用生物の輸出、出荷、輸入および引き渡しに対する指針)との関連において重要であ

るからである。ISPM 3 :2005 は現在、検疫所の概念に言及するのに、検疫施設（quarantine 
facilities ）という言葉を使っていることを指摘すべきであろう。用語の一貫性からして、改

訂された定義が採用されると、ISPM 3:2005 は、一貫性の目的から、検疫所（quarantine 
station）を使うよう調整される。 

 

[41] 元の定義 
[42] 

検疫所  植物又は植物生産物を検疫する公的な部署 
 [FAO, 1990; 改訂版 FAO, 1995;以前の検疫所又は施設] 

[43] 提案された改訂 
[44] 

検疫所 植物、植物生産物又は有用生物を含めた他の規制品目を検疫

する公的な部署 

 

[45] 3.  削除 

[46] 3.1 証明書 

[47] 背景 TPG の提案に基づき、SC は、その用語を 2010 年 4 月作業プログラムに追加した。

2010 年 10 月、TPG は削除を提案し、SC が 2011 年 5 月見直しをした。 

[48] 証明書（certificate）の現在の定義は IPPC の文脈に限るが、証明書（certificate ）および証
明（ certification）にはそれ自体 ISPM で使われるべき他の意味がある。(例：ISPM12:2011 にお

ける CITES 証明書； ISPM23 における処理文書/証明書、原産地証明 ； ISPM18:2003 における

施設の証明 )。従って、用語の利用を限定しないよう、用語と定義の削除を提案する。植物検疫
証明書の定義を改訂する提案により（2.3 参照）、特定の IPPC の関連用語の定義付けを確かに

する。 

[49] 削除の提案 

[50] 

証明書 植物検疫規則が適用される積荷の植物検疫状況を証明する公

的な文書 [FAO, 1990] 
 



  
 

 
 

 

[51] 3.2 グレイ (Gy) 

[52] 背景 TPG の提案に基づき、SC は、その用語を 2010 年 4 月作業プログラムに追加した。

2010 年 10 月、TPG は削除を提案し、SC が 2011 年 5 月見直しをした。 

[53] “グレイ (Gy)” という用語は、 ISPM 18:2003 及び ISPM28:2007 (全ての付属書)における

吸収線量(2.X 参照)の(不正確な) 用語集の定義に見られる。吸収線量の単位としてのグレイは 
国際単位系 (すなわち SI 単位)で定義されているため、用語集で定義される必要はない。 

[54] 削除の提案 

[55] 

グレイ (Gy)  1 グレイが１ジュール/キログラムの吸収と等価である場合の吸収

線量の単位(1 Gy = 1 J.kg-1 ) [ISPM18, 2003] 
 

 

[56] 3.3 ヒッチハイカー有害動植物 

[57] 背景 TPG の提案に基づき、SC は、その用語を 2010 年 4 月作業プログラムに追加した。

2010 年 10 月、TPG は削除を提案し、SC が 2011 年 5 月見直しをした。 

[58] 現在の定義 （”汚染有害動植物を参照”）は単に、ヒッチハイカー有害動植物 は汚染有害
動植物と同義であると理解すべきであると述べている。ヒッチハイカー有害動植物 という用語

は、IPPC にも ISPM にも見られない。その用語は、英語を母国語としない人には容易に理解さ

れず、意味ある方法で翻訳するのが難しい。それは用語集で定義される必要はない。 

[59] 削除の提案 

[60] 

ヒッチハイカー有害

動植物 
汚染有害動植物を参照 

 

 

[61] 3.4 法令 

[62] 背景 TPG の提案に基づき、SC は、その用語を 2010 年 4 月作業プログラムに追加した。

2010 年 10 月、TPG は削除を提案し、SC が 2011 年 5 月見直しをした。 

[63] 法令 という用語は、条約条項 II (1) 、植物検疫措置の定義、植物検疫法令の定義、 ISPM 
3:2005、5、12:2011、18:2003、19:2003、20:2004 及び 25:2006 で見られる。植物検疫法令, 植物
検疫措置 及び植物検疫規則 という用語集の言葉が IPPC の領域に属する特定の意味で定義され

るので、法令 という用語は、ISPM における特定の利用法なしに、広汎に使用され、理解され

ている用語である。それは用語集で定義される必要はない。 

 

 

 



   
 

[64] 削除の提案: 

[65] 

法令 政府によって公布されるあらゆる法律、規則、指針又はそ

の他の行政上の命令 [ISPM No. 3, 1996] 
 

 

[66] 3.5 植物に対する有害動植物 

[67] 背景 TPG の提案に基づき、SC は、その用語を 2010 年 4 月作業プログラムに追加した。

2010 年 10 月、TPG は削除を提案し、SC が 2011 年 5 月見直しをした。 

[68] 現在の定義（“有害動植物を参照”）は、 植物に対する有害動植物は有害動植物という言葉

と同義であると理解すべきであると述べており、それは条約自体で定義されている。植物に対
する有害動植物という言葉は条約条項 I (4)、VII (5) 及び VIII (1a)で見られる。それはまた、

ISPM 2:2007、3:2005、5、6:1997、11:2004、152009 及び 17:2002 でみられる。全ての場合にお

いて、その言葉は有害動植物と同義として正確に使われている。植物に対する有害動植物 とい

う言葉は、一貫性及び改訂のための ISPM 改訂の間は、有害動植物 に代えることができる。２

つの同義語の利用は避け、IPPC で定義された用語のみを使うべきである。 

[69] 削除の提案 

[70] 

植物に対する有害動植物 有害動植物を参照 
 

 

[71] 他の削除についての注 

[72] 用語の利用の一貫性のために ISPM5 の見直しにおいて、以下の 3.6 から 3.11 で提案されて

いる削除を明らかにした。これらの削除は、CPM-4 (2009)に述べられるような一貫性の変更と

は考えられないので、用語集に対する修正としてそれらは提案される。  

[73] 3.6 拮抗生物 

[74] 背景 2010 年 10 月の TPG は、用語の一貫性のために ISPM5 の見直しにおいて、これらの

削除を明らかにした。以下を検討する： 

[75] 

- この用語と定義は、IPPC の文脈において特定の意味をもたず、用語集で必要とされな

い。  

[76] 削除提案 

[77] 

拮抗生物  宿主に著しい損害を与えることはないが、寄主へのコロニ

ー形成が、寄主を有害動植物によるその後の著しい損害か

ら守る生物体（通常は病原体）[ISPM 3, 1996] 
 



  
 

 
 

[78] 3.7 競合生物 

[79] 背景 2010 年 10 月の TPG は、用語の使用に対する一貫性のための ISPM5 の見直しにおい

て、この削除を明らかにした。以下を検討する： 

[80] 

- この用語と定義は、IPPC の文脈において特定の意味をもたず、用語集で必要とされな

い。 

- さらには、その用語は、ISPM3 および ISPM11:2004 で異なる意味で使われている。 

[81] 削除の提案: 

[82] 

競合生物 環境中で必須要素 (例えば、食料、すみか)をめぐって有害動植物

と競争する生物体 [ISPM 3, 1996] 
 

 [83] 3.8 管理点 

[84] 背景 2010 年 10 月の TPG は、用語の一貫性のための ISPM5 の見直しにおいて、これらの

削除を明らかにした。以下を考慮する。: 

[85] 

- この用語と定義は、IPPC の文脈において特定の意味をもたず、用語集で必要とされな

い。  

- さらに、管理点は ISPM 14:2002 (有害動植物危険度管理のためのシステム的な取組におけ

る統合的措置の利用)で説明されている。 

[86] 削除の提案: 

[87] 

管理点 特定の手続が、規定された効果を達成するために適用されうるシ

ステム内のある段階にあって、評価され、監視され、管理され及

び修正されうるもの [ISPM14, 2002] 
 

 

[88] 3.9 線量計及び線量測定 

[89] 背景 2010 年 10 月の TPG は、用語の一貫性のための ISPM5 の見直しにおいて、これらの

削除を明らかにした。以下を検討する： 

[90] 

- この用語と定義は、IPPC の文脈において特定の意味をもたず、用語集で必要とされな

い。  

- その用語はよく知られた物理学用語で、ISPM18:2003 及び 28:2007 で特定のあるいは異な

る方法で使われていない。 

[91] 削除の提案: 



   
 

[92] 

線量計 放射線照射されたときに、装置のなんらかの性質において定量

可能な変化を示す装置であり、その変化は、適切な分析器具及

び技術を使用して、一定の材料における吸収線量と関係付ける

ことができる [ISPM18, 2003] 

線量測定 吸収線量を測定するために使用されるシステムであって、線量

計、測定装置及びそれらに関連する標準資料並びに当該システ

ムの使用のための手順からなる [ISPM18, 2003] 
 

 

[93] 3.10 電離放射線 

[94] 背景 2010 年 10 月の TPG は、用語の一貫性のための ISPM5 の見直しにおいて、これらの

削除を明らかにした。以下を考慮する： 

[95] 

- これは物理学上の定義であり、IPPC の文脈において特定の意味をもたず、用語集で必要

とされない。  

[96] 削除の提案: 

[97] 

電離放射線 物理的な相互作用の結果として、一次過程又は二次過程によ

ってイオンを生成する荷電粒子及び電磁波[ISPM18, 2003] 
 

 



  
 

 
 



   
 

[1] ISPM 5（植物検疫用語集）改正案 
補足１： 
規制有害動植物に対する関連する公的防除及びある地域に存在する検疫有害動植物に関連す

る「広く分布しない」の概念の解釈及び適用に関する指針 
 
 
[2] 
本文書の日付 2011 年 5 月 10 日 

文書分類 ISPM５：補足１の改正案 

文書の現在の段

階 

2010 年 2 月の様式で編集され書式設定された。2010 年 3 月に、CPM５で一貫性

保持ためのインク修正に組み込むために改正。2011 年 5 月 SC のための草案。

2011 年 5 月 SC の修正文書。 

出典 ワークプログラムトピック：広く分布しない（ISPM5：植物検疫用語集の補

足）、ICPM７（2005） 

主な段階 仕様書 No.33、2006 年 5 月に SC が承認。2008 年 5 月 SC７で見直し。2011 年 5
月 SC 加盟国会議で承認。 

本文書への注 広く分布しないの文章の可視性のため、また（SC によって要求されたように）

公的防除の議論に関する文書を再度開かなくてすむように、この文書には以下の

ようなマークが付いている。 
－2010 年の CRM-5 で指摘された一貫性のインク修正を加えた公的防除に関する

元の文章（公的防除についての元の文章に追加又は削除） 
－広く分布しないに関連する新たな文章・・・黒い下線 
－両方の文章を統合するために公的防除についての元の文章で削除した部

分・・・黒字で取消線                          
削除は、公的防除の補足の内容を変更することを意図したものではないが、いく

つかの削除は必要であった：例えば、両方の文章を統合するための本質的な変

更、現在の用語集又は IPPC 専門用語のアップデート（例：「輸入植物検疫要求

事項」、「加盟国」）、 新の ISPM の構造に伴う一貫性（例：採択や背景の

節）、ISPM の参照のアップデート、編集上のものなど。 
2011 年 1 月 31 日：編集者のための書式変更；2011 年 2 月 12 日及び 2011 年 3 月

10 日：編集上のチェック；2011 年 3 月 10 日：2011 年 5 月 SC のための書式変

更；2011 年 5 月 10 日 編集上のチェック 

[3] 採択 
[4] 本補足は第 3 回植物検疫措置に関する暫定委員会（2001）において、ISPM5：2001 の補
足１：規制有害動植物に対する公的防除の概念の解釈及び適用に関する指針として採択され

た。 初の改正は ISPM5 の現在の補足 No.1 として 20—年の植物検疫措置に関する委員会に

よって採択された。 
[5] 序論 
[6] 目的 
[7] 本指針補足は規制有害動植物に対する公的防除の指針についてのみ言及すると、ある有

害動植物が検疫有害動植物であるかどうかを決定するための、広く分布しないが存在すると

考えられる有害動植物の場合の決定のための指針を提供する。本指針補足の目的にとって、

関連する規制有害動植物とは輸入国に存在するが広く分布しないものと、規制非検疫有害動

植物の両方である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

[8] 参照 
[9] ISPM 1. 2006. Phytosanitary principles for the protection of plants and the application of phytosanitary 
measures in international trade. Rome, IPPC, FAO. 

[10] ISPM 2. 2007. Framework for pest risk analysis. Rome, IPPC, FAO. 

[11] ISPM 6. 1997. Guidelines for surveillance. Rome, IPPC, FAO. 

[12] ISPM 8. 1998. Determination of pest status in an area. Rome, IPPC, FAO. 

[13] ISPM 11. 2004. Pest risk analysis for quarantine pests including analysis of environmental risks and 
living modified organisms. Rome, IPPC, FAO. 

[14] Report of the ICPM open-ended working group on official control, 22–24 March 2000, Bordeaux, France., 
IPPC Secretariat, FAO,  Rome, IPPC, FAO. 

[15] 定義 
[16] 公的防除は次のように定義される。 
[17] 検疫有害動植物の根絶若しくは封じ込めを目的とする、又は規制非検疫有害動植物の

管理のための、強制的な植物検疫手続の適用 
[18] 目的背景 
[19] 「存在するが広く分布せず、かつ、公的防除が行われている」という語は検疫有害動

植物の定義における本質的な概念を表している。この定義によれば、検疫有害動植物とは危

険にさらされている地域にとって常に潜在的に経済的重要性のあるものでなければならない。

加えて、その地域に存在していないという基準に合致するか、又は広く分布しておらず、か

つ、公的防除が行われているという結合された基準に合致しなくてはならない。 
[20] 植物検疫用語集は、「公的な」を「NPPO によって制定され、権限が付与され、又は

履行されること」と、及び「防除」を「有害動植物の個体群を抑圧、封じ込め又は根絶する

こと」と定義している。しかしながら、植物検疫の目的において、「公的防除」の概念は、

この２つの定義の組み合わせでは適切に表現されていない。 
[21] 本指針の目的は、以下の解釈をより正確に記述することである： 
[22] －ある地域に存在する検疫有害動植物及び規制非検疫有害動植物のための公的防除の

概念及びその実際の適用 
－検疫有害動植物のための公的防除に関連する「存在するが広く分布しない」 

[23] 国家植物防疫機関（NPPO）は、有害動植物リスク分析（PRA）により関連するその他

の要素、例えば特定の有害動植物の規制の費用と利益、を考慮にいれながら、潜在的に経済

的重要性があり、存在するが広く分布しない有害動植物の公的防除を行うかを選択すること

ができる。 
 
[24] 要件 
[25] １．一般要件 
[26] 公的防除は ISPM１：2006、特に無差別、透明性、植物検疫措置の同等性及び有害動

植物リスク分析の原則が適用される。 
[27] 「広く分布しない」とはある地域内の有害動植物の地理的な発生に言及した概念であ

る。あらゆる有害動植物はある地域において広く分布しているか、又は広く分布していない

か、又は存在しないのどれかに分類されうる。ある地域における有害動植物の一時的な発生

は定着につながらないと考えられるため、関係がない。 
[28] 存在しているが広くは分布していない検疫有害動植物の場合、及びある規制非検疫有

害動植物の場合に適切ならば、輸入国は、発生地域、危険にさらされている地域、及び保護

地域を定義すべきである。有害動植物が広く分布していないと考えられているのは、有害動

植物が危険にさらされている地域の限られた領域に発生しているということ、すなわち、危

険にさらされている地域内の潜在的な分布の限定地域、又は地域の部分から根絶された、と

いうことを意味する。従って、ある地域に有害動植物が広く分布していない場合、地域には

更なる侵入又はまん延のリスクにさらされている１つか又はそれ以上の影響を受けていない



   
 

部分が存在する。危険にさらされている地域は、連続している必要はないが、あらゆる大き

さのいくつかの区別できる部分から構成されるだろう。広く分布しないという意見を正当化

するため、もし要求された場合には、危険にさらされている地域の説明と定量化が利用可能

であるようにすべきである。分布のあらゆる分類に添付する不確実性の度合いがある。分類

はまた、時間とともに変化する場合がある。 
[29] NPPO が、有害動植物が広く分布しているかどうかを調査している地域は、経済的影

響が分析中であり公的防除が検討されている地域と同じであるべきである。有害動植物の分

布を検討し危険にさらされている地域を公的防除下におくことを含めて、ある有害動植物が

検疫有害動植物であると決定することは、一般的には国全体については NPPO によって行わ

れる。しかし、ある有害動植物が国全体よりもむしろ国の一部分において検疫有害動植物で

あると決定することがより適当な場合もある。そのような場合、植物検疫措置の決定に際し

考慮されなければならないのは、それらの部分における有害動植物の潜在的な経済的重要性

である。これが適当な場合の例としては、国が１つ又はそれ以上の島を含む領域である場合、

又は自然にあるいは人工的に作られた、有害動植物の分布と定着の障害がある場合などがあ

る。 
[30] 公的防除には、次のものを含む。 
[31]  
－発生地域における根絶及び／又は封じ込め 
－危険にさらされている地域における監視 
－輸入時に適用される植物検疫措置を含む、保護地域内移動及び保護地域への移動に関する

制限 
[32] 全ての公的防除事業は、強制的要素を持つ。同じ目的で輸入時に適用される植物検疫

措置を正当化させるための防除の必要性と効果を確定するために、少なくとも事業評価及び

有害動植物の監視が公的防除事業に要求される。輸入時に適用される植物検疫措置は、無差

別の原則と整合がとれているべきである（下記第 2.1 参照）。 
[33] 検疫有害動植物にとって、根絶及び封じ込めは、抑圧の要素を持つことができる。規

制非検疫有害動植物にとって、栽培用植物の用途に適用されるので、抑圧は容認し難い経済

的影響を回避するため使用することができる。 
 
[34] ２．個別要件 
[35] ２．１ 無差別 
[36] 国内要件と輸入植物検疫要求事項との間の無差別の原則は、基本である。特に、輸入

要件はその輸入国における公的防除の効力より厳しくするべきでない。それゆえ、規定され

た有害動植物に対して、国内要件と輸入植物検疫要求事項の間には次のような調和が図られ

るべきである。 
[37] －輸入要件は国内要件より厳しくするべきではない 
－国内要件と輸入要件は同じであるか、又は同等の効果を持つべきである 
－国内要件と輸入要件において、強制的な要素は同等とすべきである 
－輸入積荷の検査の度合いは、国内の防除事業における同等の手続きとおなじとすべきであ

る 
－不適合の場合、輸入積荷に対して、国内で取られる植物検疫行動と同じか、又は同等の行

動がとられるべきである 
－許容度レベルが国内の事業において適用される場合、同じ許容度レベルが相当する輸入品

にも適用されるべきである。有害動植物の発生が関係している許容度レベルを超えないため

に、国内の公的防除事業において行動がとられない場合、輸入積荷の有害動植物の発生がそ

れと同じ許容度レベルを超えないのならば、その輸入積荷に対してもいかなる行動もとられ

るべきではない。輸入許容度レベルへの適合は、一般的に搬入時の検査または検定によって



  
 

 
 

判定される。一方、国内積荷への許容度レベルへの適合は公的防除が適用される 終段階で

判定されるべきである 
[38]  
[39] 国の公的防除事業において格下げ又は再分類が許可された場合、同様の選択肢が輸入

積荷に対しても適用可能とするべきである 
[40] ２．２ 透明性 
[41] 公的防除のための国内要件と輸入植物検疫要求事項は、文書化されるべきであり、要

請に応じ、利用可能とすべきである。 
[42] ２．３ 技術的正当性 
[43] 国内要件と輸入植物検疫要求事項は、技術的に正当化されるべきであり、そして結果

として公平な植物検疫措置となるべきである。 
[44] ２．４ 有害動植物リスク分析 
[45] 検疫有害動植物の定義を適用することは、潜在的な経済的重要性、潜在的な分布及び

公的防除に関する知識を要求する（ISPM2：2007）。存在しており広く分布しているものか、

又は存在しているが広く分布していないものへの有害動植物の分類は、その潜在的な分布と

関連して決定される。この潜在的な分布とは、機会が与えられればその有害動植物が定着す

る、すなわち寄主が存在しており気候や土壌といった環境要因が有害動植物に適している地

域を表している。ISPM 11：2004 は定着及びまん延の可能性を分析する際に考慮される要素

についての指針を与えている。存在するが広く分布しない有害動植物の場合、潜在的な経済

的重要性の分析はその有害動植物が定着していない地域と関連しているべきである。 
[46] ２．５ 施行 
[47] 公的防除事業の国内での施行は、輸入植物検疫要求事項の施行と同等とすべきである。

施行には次のものを含むべきである： 
[48] 
－法的根拠 
－運営上の実施 
－評価及び審査 
－不適合の場合の植物検疫行動 
 
[49] ２．６ 公的防除の強制性 
[50] 公的防除は、要求された行動を履行するために全ての関係者が法的に義務づけられる

という意味で強制的である。検疫有害動植物に対する公的防除事業の範囲は、完全に強制的

（例えば、根絶運動の手順）であるのに対して、規制非検疫有害動植物に対する範囲は、特

定の状況でのみ強制的（例えば、公的証明事業）である。 
 
[51] ２．７ 適用地域 
[52] 公的防除事業は、国家、地方又は局地レベルで適用することができる。公的防除措置

の適用地域は特定されるべきである。いかなる輸入植物検疫要求事項も、公的防除のための

国内要件と等しい効果を有するべきである。 
[53] サーベイランスは地域の有害動植物の分布を決定する際や広く分布しているかどうか

を判断する際に行われるものとする。 
[54] ISPM 6：1997 は調査とモニタリングシステムの構成要素を説明し、透明性に関する規

定を含んでいる。有害動植物の生活環、分散方法、及び増殖率といった生物学的要素は、サ

ーベイランス・プログラムのデザイン、調査データの解釈、及びある有害動植物が広く分布

しないものとして分類する際の信頼度に影響する場合がある。ある有害動植物の地域におけ

る分布は静止状態にあるものではない。状態の変化や新たな情報は、ある有害動植物が広く

分布しないかどうかを再検討することを余儀なくさせる場合がある。 
[55] 「広く分布しない」とは ISPM 8：1998 に載っている有害動植物のステータスを説明す

るものではない。むしろ、それはその中で説明されている多くの有害動植物の状態を包含す



   
 

る。危険にさらされている地域に関連する分布次第で、広く分布しない有害動植物のステー

タスは ISPM 8：1998 で提供されている 1 つ又はそれ以上の例を使って以下のように説明す

ることができる： 
 
[56] ２．８ 公的防除における NPPO の権限及び関与 
[57] 公的防除は次のようにするべきである。 
[58]  
－適切な法的権限のもとで、加盟国又は NPPO により制定又は承認される 
－NPPO により履行、管理、監督されるか又は、少なくとも監査／審査される 
－加盟国または NPPO により施行が保証される 
－当該加盟国または NPPO により修正、廃止される、又は公的承認を失う 
[59] 公的防除事業に対する責任及び説明義務は、当該加盟国にある。NPPO 以外の期間が

公的防除事業のある側面に対して責任を持つことがある。また、公的防除事業のある側面は、

地方機関又は民間が責任を持つことがある。NPPO は、自国における公的防除事業の全ての

側面を完全に掌握すべきである。 
 


