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「規制有害動植物の同定診断 
 プロトコル」付属書案 
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農林水産省  

加盟国協議に諮られているISPM案 
 資料５ 



同定診断プロトコルとは？ 

ISPM 27 ｢同定診断プロトコル」付属書案 

○ 病害虫を正確に見分ける手順並びに方法 
  （同定）を記述したもの 

利用場面 
○ 輸入農産物から発見される病害虫の同定診断 
○ 病害虫のサーベイランス 
○ 植物検疫証明に関連する病害虫の同定診断 

2 



3 

同定診断プロトコルを作成する 
背景・目的 

ISPM 27 ｢同定診断プロトコル」付属書案 

背景 
○ 適切な植物検疫措置を適用するためには、病害虫
を適切に検出・同定をするための同定診断プロト
コルが必要 

○ 各国・地域の植物防疫機関が独自に様々な病害虫
の同定診断プロトコルを策定 

目的 
調和のとれた国際的な同定診断プロトコルにより、各
国による同定診断結果の相互承認を促進 
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ISPM 27 ｢同定診断プロトコル」付属書案 

ISPM 27の構成 
「規制有害動植物に対する同定診断プロトコル」 

○ 個々の病害虫に関する同定診断プロトコルは 
本基準の付属書として定められている。 

○ 2018年7月現在、24本の付属書が採択されている。 

同定診断プロトコルの内容、目的及び使用、 
公表及び策定のための枠組みを定めたもの 

採択された付属書の例 
 
ミナミキイロアザウウマ  カンキツかいよう病 
ウメ輪紋ウイルス   ジャガイモやせいもウイロイド 
ヒメアカカツオブシムシ  アメリカオオハリセンチュウ 
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 2006年4月 
  
 2010年3月 

 
 

 
 

 2017年7～9月 
 2018年7～8月 

 

 

※周知期間とは･･･ 
期間中に加盟国から反対意見が提出されなければ、当該プロトコルは、 
基準委員会において採択に諮られる。 

IPPC総会でISPM No.27（規制有害動植物に
対する同定診断プロトコル）が採択 
IPPC総会で｢ミナミキイロアザミウマ｣の
同定診断プロトコルがISPM 27の付属書
として採択 

これまでの経緯 

ISPM 27 ｢同定診断プロトコル」付属書案 

以降、毎年、1～8本の付属書が採択 

6本の同定診断プロトコル案が周知期間（※） 
6本の同定診断プロトコル案の加盟国協議 
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同定診断プロトコル案 

ISPM 27 ｢同定診断プロトコル」付属書案 

学名 和名 

周知期間  Xylella fastidiosa   - 

周知期間  Austropuccinia psidii   - 

周知期間  Ips spp.    - 

周知期間  Bactrocera dorsalis complex   ミカンコミバエ種群 

周知期間  Conotrachelus nenuphar   スモモゾウムシ 
 

周知期間 
(改正) 

  Plum pox virus 
  (DP2) 

ウメ輪紋ウイルス 



      Xylella fastidiosa  
     は存在しない  

      Xylella fastidiosa検出 
     必要に応じ分離同定 

 Xylella fastidiosa の同定診断プロトコル 
１ Xylella fastidiosaとは 
 （１）分類学的情報 ：Xanthomonadaceae科 Xylella属 （細菌）  
 （２）分布地域 ：台湾、イラン、イタリア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼン

チン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシ
コ等 

 （３）宿主植物 ：ブドウ属、ミカン属、コーヒーノキ属、アメリカニレ、アーモ
ンド、アルファルファ、オリーブ、カエデ属、ブルーベリー、モモ 等 

 （４）病徴・被害：葉焼け、落葉、しおれ又は株の衰弱等の病徴を示す。しかし、
宿主の種類、病原体の系統及び環境要因により示す病徴は様々である。 

  （５）伝染様式 ： 主に虫媒伝染（ヨコバイ科、アワフキムシ科、コガシラアワフ
キムシ科、セミ科）。他に接ぎ木及び苗や穂木の移動。 
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２ 検出・同定方法 

A：ブドウの葉焼け症状 
B：オリーブの葉焼け症状 
（出展：
https://gd.eppo.int/media/data/taxon/X/XYLEFA/pics/1024x0/17
98.jpg） 

血清学的手法  (ELISA) 

   and / or  
分子生物学的手法 (PCR、qPCR、LAMP法) 

陽性  

A 

陰性  

サンプリング 
茎葉または媒介虫 

B 

周知期間（ 2018年7月～8月） 

https://gd.eppo.int/media/data/taxon/X/XYLEFA/pics/1024x0/1798.jpg
https://gd.eppo.int/media/data/taxon/X/XYLEFA/pics/1024x0/1798.jpg


Austropuccinia psidiiの同定診断プロトコル案 
 １ Austropuccinia psidii  とは 

 （１）分類学的情報：糸状菌の1種  
    スフェロフラグミアエ（Sphaerophragmiaceae）科 
    オーストゥロプクキニア（Austropuccinia）属 
          和名：オヒアさび病菌  英名：Eucalyptus rust 
 （２）分布地域：中南米が原産。日本を含め米国、中国、オースト  
    ラリア、ニューカレドニア、インドネシア、南アフリカ           
 （３）宿主植物：フトモモ科（ Myrtaceae ）、特にEucalyptus属 
 （４）被害： 枝枯れ、胴枯れ及び樹の枯死 
 （５）伝搬様式：空気伝染、昆虫伝染、罹病植物の人為的な移動 
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２ 検出・同定方法 

・本種の夏胞子（a） 
・ﾕｰｶﾘﾌﾟﾂｽ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｽの落葉及び枝枯れ症状（b） 

本種は存在する 

    分子生物学的手法 
(PCR及びDNAシーケンシング） 

宿主の種名が判明 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ﾌ ﾄ ﾓ ﾓ 科に属する 

形態観察 

疑わしい病斑 

  存在しない 本種は存在する 存 在 し な い 

形態一致 形態不一致 
     参照塩基配列の相同性が99％より大 

    （任意に） 

YES 

NO 

YES 

YES NO YES 

NO 

周知期間（ 2018年7月～8月） 

加盟国協議後の 
主な修正点 
 
○属名の変更。 
 



Ips spp.の同定診断プロトコル案 
１ Ips  spp.とは 
（１）分類学的情報：コウチュウ目キクイムシ科Ips 属の種 
 
（２）分布地域： 全世界（37種が存在） 
 
（３）寄主植物： マツ科、特にマツ属、トウヒ属及びカラマツ属 
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２ 検出方法 
  目視検査： 幼虫及び蛹は寄主植物や木工品の樹皮の
隙間や師部内で見つかる。樹皮に出来た円形の穿孔や
赤褐色の虫糞等外部の加害症状を検査する。 

３ 同定方法 
  形態観察による同定： 成虫及び終齢幼虫は外部形
態を用いた検索表により同定する。 

    成  虫：対象種までの検索 
    終齢幼虫：Ips 属までの検索 

加盟国協議後の 
主な修正点: 
 
○成虫の検索表で 
  １種を追加。 
 

周知期間（ 2018年7月～8月） 



Bactrocera dorsalis complex の同定診断プロトコル案 
１ Bactrocera dorsalis complex(ミカンコミバエ種群) とは 
     （１）分類学的情報：ハエ目ミバエ科Bactrocera属のミカンコミバエ     

(Bactrocera dorsalis)近似種の一群                                         
本診断プロトコルの対象種：Bactrocera dorsalis s. l.、B. caryeae、B. 
carambolae、B. kandiensis、B. occipitalis、B. pyrifoliaeの6種 

 （２）分布地域：アジア、ハワイ、南米、アフリカ等                 

 （３）寄主植物：ウルシ科、フトモモ科、ミカン科等、広範な植物の生果実       
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２ 検出方法 
   誘引剤（メチルオイゲノール）を用いたトラップによる捕獲   
   （B. pyrifoliaeを除く） 
   寄主植物（被寄生果）の検査・保管調査 
   
     ３ 同定方法 
   形態観察による同定：成虫を対象として、Bactrocera亜属、ミカンコミバエ種群の各   
      段階の同定を経て、6種への検索表により同定する。 
  分子生物学的手法による同定：DNAシークエンシングによりB. carambolae.を同定    
      する（形態による同定が困難な場合に補完的に実施） 

ミカンコミバエ 

周知期間（ 2018年7月～8月） 



Conotrachelus nenuphar の同定診断プロトコル案 
１ Conotrachelus nenuphar とは 
 （１）分類学的情報： 

コウチュウ目ゾウムシ科Conotrachelus属の一種 
和名：スモモゾウムシ 
英名：Plum curculio 

 （２）分布地域：北米（カナダ、アメリカ合衆国） 
 （３）寄主植物：リンゴ、モモ、スモモ、オウトウ、ブルーベリー等 
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２ 検出方法 
  目視検査： 
  卵・幼虫 果実表面の食痕・産卵痕 
   成虫   樹木を振動させて落下個体を得る 

３ 同定方法 
  ・形態観察による同定： 
    成虫の外部形態の特徴一覧表 

Conotrachelus nenuphar 成虫 

5
m

m
 

周知期間（ 2018年7月～8月） 

産卵痕 

被害果 



DP2：Plum pox virusの同定診断プロトコル 
１ Plum pox virus（ウメ輪紋ウイルス）とは 
 （１）分類学的情報：ポティウイルス科ポティウイルス属 

これまでに9つの系統 (D, M, C, EA, W, Rec, T, CR, An)が報告されている。 
 （２）分布地域：欧州、北米、南米、アジア等 
 （３）寄主植物：Prunus属(アンズ、セイヨウスモモ、モモ、スモモ等)  
 （４）病徴・被害：宿主植物の種類やウイルスの系統、気候条件等に 
  よって病徴は異なるが、代表的な症状として、葉の退緑斑点、輪紋、 
  果実の輪紋、くぼみ、奇形、花弁の変色等がある。 
 （５）伝搬様式：アブラムシ（非永続伝搬）、接木、挿木等により伝染 
  する。 
２ 検出・同定方法 

血清学的検出 
ELISA(DASI又はDAS） 

分子生物学的検出 
 RT-PCR,IC-RT-PCR,Co-RT-PCR,  
 Real- time RT-PCR 

血清学的試験 

既知系統のモノクローナル抗体を用い
たDASI-ELISA 

分子生物学的試験 

既知系統のプライマーやプローブを用い
たRT-PCR,IC-RT-PCR, Co-PCR,+ 
ハイブリダイゼーション,Real-time RT-
PCR 

既知系統のPPV 
(An,C,CR,D,EA,M, 
Rec,T,Wのいずれか) 

陽性 

陰性 

陽性 

(系統等の同定) 

または 
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(PPVの検出) 

または 
既知系統の変異株 
又は未報告系統の
PPV 

加盟国協議後の主な修正点： 
○検定用サンプルの採取法、
ＲＮＡの調製法等について
追加。 

周知期間（ 2018年7月～8月） 

ウメの葉における輪紋症状 
主な改正点： 
○新規系統（CR、An）の 
 情報の追加 
○CR系統同定法の情報追加 
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