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 資料 ６  

 

１回目の加盟国協議に諮られているＩＳＰＭ案に対する 

我が国の主なコメント案 

 

 

１ 植物検疫用語集（ISPM No.5）の改正 

 

【該当箇所】ISPM No.5 の「範囲」の追記案（パラ 153） 

 

【コメント案】 

 追記案のうち、一部を以下のとおり削除すべき。 

 また、「IPPC 及び ISPM における文脈においては、植物に対する言及は全て藻類

及び菌類にも及ぶと理解されるべき」と判断する根拠を記述すべき。 

（原文） 

[153] Within the context of the IPPC and its ISPMs, all references to plants should 

be understood to extend to algae and fungi, consistent with the International 

Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants.  

（仮和訳） 

[153] IPPC 及び ISPM の文脈においては、国際藻類・菌類・植物命名規約と一致さ

せ、植物に対する言及は全て、藻類及び菌類にも及ぶと理解されるべきである。 

 

【理由】 

１ IPPC の制定以降、「植物」の範囲について明確な定義は行われていなかったにせよ、

IPPC において植物への言及は藻類及び菌類にも及び得ると解釈されていたことは理解

する。 

２ 一方、2011 年の国際植物学会議における「国際植物命名規約」の「国際藻類・菌類・

植物命名規約」への改称は、「藻類」「菌類」及び「植物」がそれぞれ独立した「界」

であるとの現行の生物学上の位置付けを見直すものではなく、命名規約の対象を明確化

するために行われたものと解される。 

 ○参考：命名規約の改称 

    変更前 International Code of Botanical Nomenclature（国際植物命名規約） 

  変更後 International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants 

                                            （国際藻類・菌類・植物命名規約） 

３ このため、「国際藻類・菌類・植物命名規約と一致させ」は根拠としては適当ではな

い。 

 

 

２ 国際間取引における栽植用植物に関する栽培用資材の移動 

  コメントなし 
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３ ミバエ管理のための植物検疫手法 

 

【該当箇所】「ミバエの管理戦略の目標」のうち「抑圧」の目的（パラ 13） 

 

【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[13] 1. For suppression: to reduce the fruit fly population in an infested area below 

an economic threshold a specified level 

（仮和訳） 

[13] 1. 抑圧：感染地域のミバエの個体数を経済的な閾値特定のレベル以下に減ら

すこと 

 
【理由】 

 パラ[19]～[21]に記載されているように、システムズアプローチの構成要素や根絶

のためのプロセスの一つである「抑圧」は、個体数を一定程度減少させるための手段

であり、「経済的な閾値以下」に個体数を減らすことに限定する必要はないため。 

 

 

【該当箇所】「機械的及び栽培的防除」（パラ 50） 

 

【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[50] Mechanical and cultural control procedures reduce the accumulation of fruit fly 

populations by preventing the infestation and the development of fruit flies in 

fruits and soil. These controls include phytosanitary procedures such as orchard 

sanitation, fruit stripping, ploughing, ground swamping, pruning, host tree 

removal, fruit bagging, host-free periods, cultivation in insect proof facilities, use 

of resistant varieties, and trap cropping.  

（仮和訳） 

[50] 物理的及び栽培的防除手法は、果実及び土壌中におけるミバエの寄生及び成長

を防ぐことによって、ミバエ個体数の増加を減少させる。これらの防除には、果樹園

の衛生管理、果皮剥離、すき起こし、土壌湿潤化、剪定、宿主木の除去、果実の袋が

け、宿主不在期間、侵入防止措置を施した施設内での栽培、抵抗性品種の使用、及び

トラップ作物などの植物検疫手法が含まれる。 

【理由】 

（１文目）袋がけは、ミバエの「成長」でなく「寄生」（産卵）防止を目的とするた

め。 

（２文目）換気扇への防除ネット、二重扉等のミバエの「侵入防止措置が施された施

設での栽培」は検疫措置として有効であると考えられるため。 
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【該当箇所】「空中散布」（パラ 66） 

 
【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[66] To treat the target area, insecticide bait applications may be conducted in 

alternate swaths or as full coverage. The altitude and speed of aerial application 

depends on several factors, including wind velocity, temperature, cloud cover, 

and topography of the terrain. Commonly used altitudes range from 100 to 130 m 

above the plant canopy for aeroplanes and 60 to 95 m for helicopters, and 

speeds range from 120 to 190 km/h.  

（仮和訳） 

[66] 対象地域に対する処理を実施するためには、殺虫剤ベイトを交互に縞状にまた

は全面的に散布することができる。空中散布の高度およびスピードは、風速、気温、

上空の雲および地形を含む複数の要素によって左右される。高度は通常、飛行機の場

合は樹冠の 100 から 130 メートル上、ヘリコプターの場合は 60 から 95 メートル上

であり、スピードは 120 から 190km/h である。 

【理由】空中散布の際の飛行機やヘリコプターの高度や速度は、地理・気候条件等により

異なるため、例示する必要はないため。 
 

 

【該当箇所】「大量捕獲」（パラ 75） 

 

【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[75] Mass trapping uses trapping systems at high density to suppress fruit fly 

populations in commercial fruit orchards and vegetable fields. Although recent 

development of less expensive trap devices, longer lasting lures, and better 

killing agent formulations has significantly reduced the costs of mass trapping, it 

continues to be expensive and is essentially limited to protecting high-value 

crops. In general, mass trapping procedures are the same as for traps used for 

survey purposes (ISPM 26:2006, Appendix 1). Traps should be deployed in the 

orchards and fields early in the season when the first adult flies move into the 

orchards and fields and populations are still at low levels.  

（仮和訳） 

[75] 大量捕獲は、商業果樹園及び野菜畑におけるミバエ個体数を抑圧するための高

密度捕獲システムを使用しているものである。最近では低価格なトラップ、より長く

持続するルアー、殺虫剤の製剤設計の進化などにより、大量捕獲の費用は大きく抑え
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られているが、大量捕獲は依然として費用が高く、基本的に高価格農産物の保護に限

定されている。一般に、大量捕獲手法では調査目的に使用されるトラップと同じもの

が使用される（ISPM 26:2006 付録 1）。トラップは、シーズン初期、最初の成虫が果

樹園及び畑に入り込み、個体数がまだ少ない時点で、果樹園及び畑に設置されるべき

である。 

 

【理由】ミバエは果物だけでなく野菜にも寄生するため。 

 

 

４ 木材の国際間移動に関する有害動植物移動のリスク管理 

    コメントなし 

 

 

５ カンキツかいよう病菌の同定診断プロトコル 

 

【該当箇所】「分類学上の情報」（パラ 19） 

 

【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[19] Note: Xcc has been recently reclassified from the A pathotype X. axonopodis 

pv. citri. The nomenclature of Gabriel et al. (1989) has been reinstated and the 

accepted name for the citrus bacterial canker pathogen is now X. citri subsp. 

citri (Bull et al., 2010; Schaad et al., 2006). The B and, C and D pathotypes of 

X. axonopodis pv. citri have been reclassified as X. fuscans subsp. aurantifolii, 

and pathotype E as X. alfalfa subsp. citrumelonis (Schaad et al., 2006). 

（仮和訳） 

[19] 注釈：最近 Xcc は A 病原型 X axonopodis pv. citri から再分類された。Gabriel 

et al. （1989）による学名命名法 （1989）が復活し、現在、カンキツ細菌かいよう

病の病原型は、X. citri subsp. Citri となっている （Bull et al., 2010; Schaad et al., 

2006）。X. axonopodis pv. Citri の B 及び、 C 及び D 病原型は、X. fuscans subsp. 

Aurantifolii に、E 病原型は X. alfalfa subsp. citrumelonis に再分類された（Schaad et 

al. 2006）。 

【理由】パラ[28]で、病原型 D が該当する X. fuscans subsp. aurantifolii、病原型 E が該当

する X. alfalfa subsp. citrumelonis に関する記載があるため、「分類上の情報」にも記

載することが妥当であるため。 
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【該当箇所】「従来型 PCR」（パラ 51） 

 

【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[51] However, the Hartung primers do not detect the atypical Xcc strains A* and 

Aw or X. fuscans subsp. aurantifolii. In situations where the presence of atypical 

Xcc strains A* and Aw are suspected - for example, where citrus canker 

symptoms are observed on the hosts C. aurantiifolia (Mexican lime) and C. 

macrophylla Webster (Alemow) - both primer sets should be used.  

（仮和訳） 

[51] しかしながら、Hartung のプライマーは、非定型 Xcc 菌株 A* 及び Aw又は X. 

Fuscans 亜種 aurantifolii を検出することはない。非定型 Xcc 菌株 A* 及び Awの存在

が疑われる状況－例えばカンキツかいよう病の症状が宿主である C. aurantiifolia（メ

キシカンライム）及び C. macrophylla Webster （Alemow）で観察された場合－両方

のプライマーセットを使用するべきである。 

 

【理由】本診断プロトコルの PCR 検定の根拠文献となっている Cubero and 

Graham(2002）の論文によれば、Hartung ら（1993）のプライマーは Xcc strains A*

を検出できるとされているため。 

 

 

【該当箇所】「同定」（パラ 94） 

 

【コメント案】 

 ○以下のとおり修正すべき。 

（原文） 

[94] The minimum requirements for identification are isolation of the bacterium 

and a positive results from each either of the three techniques: (1) PCR using 

two sets of primers (see section 4.1); or (2) double antibody sandwich 

(DAS)-ELISA or indirect ELISA using specific monoclonal antibodies (see 

sections 4.2 and 4.2.1); and (3) pathogenicity testing by inoculation of citrus 

hosts to fulfil the requirements of Koch's postulates (see sections 4.3 and 

3.1.53.1.6). Additional tests (see sections 4.4 and 4.5) may be done to further 

characterize the strain present.  

（仮和訳） 

[51] 同定の最低条件は、細菌の分離及び 3 つの手法それぞれから得られる陽性結

果である：（1） 2 セットのプライマーを使用する PCR（セクション 4.1 を参

照）、又は（2） 特定の単クローン抗体を使用しての二抗体サンドイッチ（DAS）
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-ELISA 法又は間接 ELISA 法（セクション 4.2 及び 4.2.1 を参照）のいずれか、

及び（3）Koch の原則を満たすためのかんきつ宿主への接種による病原性試験

（セクション 4.3 及び 3.1.53.1.6 を参照）から得られる陽性結果である。存在す

る菌株を更に詳しく特徴付けるため、追加検定（セクション 4.4 及び 4.5 を参照）

が可能である。 

 

【理由】同定を行うために最低必要な条件は、(1)PCR 又は(2)ELISA 及び接種試験で足

りるため。また、接種試験が参照先は 3.1.5（従来型リアルタイム PCR 結果の判定）

でなく、3.1.6（バイオアッセイ）が適当と解されるため。 

 

 

６ ジャガイモやせいもウイロイドの同定診断プロトコル 

  コメントなし 

 

 

７ コナカイガラムシに対する放射線処理 

 

【該当箇所】「処理スケジュール」（パラ 13、21） 

 

【コメント案】 

 ①Planococcus minorn の照射試験論文である Ravuiwasa et al. (2009)（The et al. 

(2012)に記載された引用論文）を「参照文献」に加えるべき。また、タイワンコナ

カイガラムシ Planococcus lilacicinus の不妊化線量の評価に関する情報を「その他の

関連情報」へ記載するべき。 

 ②最低不妊化線量を 231Gy とした根拠となる情報を明記すべき。 

 

【理由】 

① 根拠文献 The et al. (2012)は、Dysmicoccus neobrevipes のみ供試した照射試験論文

であり、Planococcus minor 及び P. lilacicinus についても同じ処理が適当であると判断

した根拠について説明が必要。 

② The et al .(2012)及び Ravuiwasa et al. (2009)によれば、著者らはタイワンコナカイ

ガラムシDysmicoccus neobrevipes及びPlanococcus minor の発育ステージの中で照射

耐性の最も高かった雌成虫の不妊化線量として、それぞれ 200～250Gy 及び 150～

250Gy を提唱している。最低不妊化線量 231Gy とした説明が必要。 
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８ 海上コンテナによる有害動植物移動の最小化（暫定 ISPM 案） 

 

（１）海上コンテナが国際的に大量に移動していることを踏まれば、植物検疫の観点から

海上コンテナの清浄性を確保する必要性は認識する。 

 他方、膨大な海上コンテナが世界中を移動していること、ISPM の実施には船会社、

港湾オペレーター、荷主等の関係者の協力が不可欠であること、国際物流に与える負

の影響を最小化すべきであることから、ISPM 案の策定にあたっては、次の点に留意

する必要がある。 

① 全加盟国が同水準で実施できる実効性のある基準であること 

② 関係者との意見交換を十分に行う必要があること 

 これらの観点から、ISPM 案を決定する前に、検討されるべき課題は以下のとおり。 

 

① 全加盟国が同水準で実施できる実効性のある基準 

 

ア 検査・清浄の対象とするコンテナ（パラ 40 関係） 

 膨大な量の海上コンテナ全てを目視検査することは事実上不可能。このため、例え

ば、コンテナデポにあるコンテナの外部のみを対象とすることが適当と考える。 

 

イ 再汚染の可能性と清浄性証明の責任（パラ 83 関係） 

 コンテナデポで目視検査・清掃が行われたとしても、その後出航までの期間や寄港

地で再汚染する可能性があり、汚染の特定が困難であることから、清浄性の証明に責

任を求めることは厳密には不可能であると考えられる。このため、例えば、清浄性の

証明（verification）ではなく確認書（statement）にすることが適当と考える。 

 

ウ 認証方法（パラ 71 関係） 

現 ISPM 案では、適合性評価機関（CAB）や国家植物防疫機関（NPPO）が船会社

による清浄化システムを認証するとしながら、統一的な清浄手続きについて明らかで

ない。このため、各国が同水準で統一的に実施できるような清浄手続きが定められる

必要がある。 

 

エ 国によるインフラや検疫リソースの違い 

 各国が同水準で統一的に実施できるようにするためには、国によってコンテナター

ミナル・コンテナデポ等のインフラ環境の違いに起因する汚染の可能性の違い、コン

テナ取扱量、NPPO や関係者のキャパシティに差異があることを十分考慮する必要が

ある。 

 

オ 海運業界との国際的な意見交換の促進 

 海運業界等を代表する国際機関と IPPC との間の協力関係に関する情報が、必ずし

も個々の船会社等の関係者に共有されていないことから、NPPO と船会社、港湾オペ

レータ等の関係者との間の意見交換を円滑化するためにも、IPPC と海運業界を代表

する国際機関との意見交換の促進が必要である。 
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② 関係者の意見（①に係るものを除く。） 

 

ア 船会社によるコンテナ検査及び清浄性の証明 

コンテナの所有、管理、流通は複雑であり、汚染源が船会社でない場合や清浄主体

が船会社でない場合などには、ノンコンプライアンスの責任を船会社が負うことはで

きない。荷主が所有・レンタルしているコンテナは、シールされた状態でターミナル

に搬入されるため、船会社は内部の検査を実施できない。 

 

イ 検査、清浄性の証明に伴う負担 

 コンテナの検査、清掃、清浄性の証明には、関係者に新たな負担が生じることから、

本ＩＳＰＭ案の策定には慎重である。 

 

（２）提案 

 上述の課題の解決を図るため、検疫要件を付加した改訂貨物ユニット梱包行動規範

（Code of Practice for Packing of Cargo Transport Unit）などの実施による海運業界の自

主的な取組を NPPO として促し、これらの取組状況を踏まえ、ISPM 案を再検討するこ

とを提案する。 


