
議題５ 規制有害動植物診断プロトコル（ISPM27付属書） 

目的 
○ 規制有害動植物の検出・同定するための必要最低限の手順・方法を提供 
○ 各国の植物検疫当局はISPM27以外の方法を使用することも可能（例：  
 二国間協定に基づくもの等） 

利用法 
○ 輸入貨物から発見される規制有害動植物の同定 
○ 公的防除（サーベイランス） 
○ 植物検疫証明のための診断（栽培地検査等） 

策定までの流れ 
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の採択 

IPPC総会 DP草案グループ 
診断プロトコル 
技術パネル（TPDP） 

DP案の承認 

基準委員会 

DP案の作成 

加盟国協議 
コメントの提出 

DP案の承認 

基準委員会 
DP案の採択 

基準委員会 周知期間 

コメントの提出 

資料７ 



採択年又は 
加盟国協議期間 

学名 和名 

2010年 Thrips palmi Karny ミナミキイロアザミウマ 

2012年 Plum pox virus ウメ輪紋ウイルス 

2012年 Trogoderma granarium Everts ヒメアカカツオブシムシ 

2014年 Tilletia indica Mitra  コムギ黒穂病の一種 

2014年 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Aa  カンキツ黒星病 

2014年 Xanthomonas citri subsp. citri  カンキツかいよう病 

2015年 Potato spindle tuber viroid  ジャガイモやせいもウイロイド 

規制有害動植物診断プロトコル（ISPM27付属書） 

2015年1月30日
～6月30日 

Genus Liriomyza ハモグリバエ科Liriomyza属 

〃 Citrus tristeza virus カンキツトリステザウイルス 

〃 Tomato spotted wilt virus, Impatiens 
necrotic spot virus and Watermelon silver 
mottle virus 

トマト黄色えそウイルス、インパチエン
スえそ斑紋ウイルス、スイカ灰色斑紋ウ
イルス 

〃 Bursaphelenchus xylophilus マツノザイセンチュウ 

〃 Xiphinema americanum sensu lato アメリカオオハリセンチュウ 

2015年7月1日～
11月30日 

Aphelenchoides besseyi, A. fragariae and A. 
ritzemabosi 

Aphelenchoides属線虫（3種） 

〃 Xanthomonas fragariae   イチゴ角斑細菌病 

〃 Sorghum halepense  セイバンモロコシ 
 
 
https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/member-consultation-draft-ispms/ 
 



１ Liriomyza属の診断プロトコル 

 １ Liriomyza属とは 
 （１）分類学的情報： 

ハエ目ハモグリバエ科の１属 

本診断プロトコルの対象種 

 ・ ナスハモグリバエ（Liriomyza bryoniae） 

 ・ アシグロハモグリバエ（Liriomyza huidobrensis） 

 ・ トマトハモグリバエ（Liriomyza sativae） 

 ・ マメハモグリバエ（Liriomyza trifolii） 

 （２）分布地域：アフリカ、アジア、北米、中南米、欧州、大洋州など 

 世界各地 

 （３）寄主植物：本属のほとんどの種が単食性又は狭食性だが、 

本診断プロトコル対象種を含む一部の種は多食性 
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２ 検出方法(案) 

  成虫：徒手、スウィーピング、吸虫管、粘着トラップ等 

   幼虫：寄生葉の採取 

   

     

３ 同定方法（案) 

  ・形態観察による同定：雄成虫の外部形態、雄交尾器を用いた検索表 

  ・分子生物学的手法による同定：遺伝子の抽出方法、PCR-RFLP法、種特異的プライマー
を用いた遺伝子診断法 など 

Liriomyza属成虫 

Liriomyza 属幼虫 

1～3mm 

提出コメント 
本属を含むPhytomyzinae亜科の識別点で
ある亜前縁脈に関する記述（亜前縁脈は発
達して伸長し、前縁脈に融合する）を追加。 



２ Citrus tristeza virusの診断プロトコル 

 １ Citrus tristeza virusとは 
 （１）分類学的情報：クロステロウイルス科クロステロウイルス属 

          和名：カンキツトリステザウイルス 

     接頭語：CTV 

 （２）分布地域：アジア、米国、南米、欧州、南アフリカなど 

ほとんどのカンキツ栽培国    

 （３）寄主植物：ミカン属、キンカン属など 

 （４）病徴・被害：衰弱、ステムピッティング、シードリングイエローズ 

 （５）伝搬様式：接ぎ木、虫媒伝染（ﾐｶﾝｸﾛｱﾌﾞﾗﾑｼ、ﾜﾀｱﾌﾞﾗﾑｼなど） 

２ 検出・同定方法（案） 

提出コメント 
4～6反復行う
こととされてい
る接ぎ木接種
は、十分なサ
ンプルが採取
できない場合
には、 2～3

反復でも可と
するべき。 

グレープフルーツのステムピッティング（A,B） 
スウィートオレンジのステムピッティング（C） 

              

又は 

 

 

IC-RT-PCR法 

Nested IC RT-PCR法 

Real-time RT-PCR法 

 接ぎ木 

生物検定 

病徴あり 

分子生物学的検出 

CTV検出 

陽性 

サンプリング 

 

 

Tissue print-ELISA法 

DAS-ELISA法 

血清学的検出 

病徴なし 

血清学的検出 

分子生物学的検出 

A B 

C 



３ Xiphinema americanum sensu latoの診断プロトコル 

 １ Xiphinema americanum  sensu latoとは 
 （１）分類学的情報： 

Drylaimida目Longidoridae科Xiphinema属 

和名：アメリカオオハリセンチュウ 

     英名：American dagger nematode 

     ※学名のsensu latoは「広義の」という意味で、本線虫は56種の近似種のグループである。 

 （２）分布地域：アフリカ、アジア、北米、中南米、欧州など 

                      (日本既発生のボンサイオオハリセンチュウもこのグループに含まれる。)    

 （３）寄主植物：広範囲の草本・木本植物に寄生する 
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２ 検出方法(案) 

  対象：土壌または培養資材（対象植物の根回り） 

   方法：ふるいわけ・ベールマン法など 

   

     
３ 同定方法（案） 

  ・形態観察による同定：プレパラート標本の作成方法、検索表 

提出コメント 

外部寄生性線虫は、土壌、培養資
材から検出されるだけでなく、植物
の根からも発見される。 



４ Tomato spotted wilt virus、Impatiens necrotic spot virus、
Watermelon silver mottle virusの診断プロトコル 

２ 検出・同定方法（案） 

１ TSWV、INSV、WSMoVとは 
 （１）分類学的情報：ブニヤウイルス科トスポウイルス属 

 （２）分布地域：日本含め世界各国    

 （３）寄主植物：キク科、ナス科、マメ科、ｲﾝﾊﾟﾁｴﾝｽ、スイカ、 

タマネギ、メロンなど多くの植物 

 （４）病徴・被害：えそ斑点、黄化、委縮、奇形など 

 （５）媒介生物：アザミウマ（永続伝搬） 

生物検定 
感受性の草本指標植物への接種 

ウイルスは存在しない 

血清学的試験 
特定の抗体によるDAS-又はTAS-ELISA法 

分子生物学的試験 
RT-PCR法、配列決定 

ウイルスは存在する 

TSWVによるトマト果実 
のえそと葉の黄化、えそ 

TSWV粒子 

陽性 

陽
性 

陰
性 

陰
性 



５ Bursaphelenchus xylophilusの診断プロトコル 

 １ Bursaphelenchus xylophilusとは 

 （１）分類学的情報： 

Rhabditida目Aphelenchoididae科Bursaphelenchus属の一種 

和名：マツノザイセンチュウ 

英名：Pine wood nematode 

 （２）分布地域：東アジアの一部（日本、中国、韓国、台湾）、北米、 

欧州（ポルトガル、スペイン）    

 （３）寄主植物：針葉樹（マツ属など） 

 （４）媒介生物：ヒゲナガカミキリ属（マツノマダラカミキリなど） 
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２ 検出方法(案) 
  対象：木材、木材製品など 

   方法：ベールマン法 

     

３ 同定方法(案) 

・形態観察による同定：プレパラート標本の作成方法、検索表 

・分子生物学的手法による同定：遺伝子の抽出方法、PCR-RFLP法、リアルタイムPCR法、
LAMP法など 

♀ ♂ 

マツノマダラ
カミキリ雌 

マツノザイセン

チュウ雌雄 

0.45～ 
1.31mm 


