
Para Text Comment Category

57

Pest risk analysis (PRA) should be conducted in accordance with ISPM 2 and ISPM 11.

When performing a PRA, the short-lived characteristics and the intended use (for

decoration or ornamentation) of cut flowers should be considered, because they may

affect the likelihood probability of pest establishmententry of a pest.

病害虫リスクアナリシス（PRA）は、ISPM2とISPM11に記載の方法に沿って行うものとする。PRAに際し、
切り花の日持ちがしない特性とその用途（観賞用又は装飾用）により病害虫の定着病害虫の入り込みに
影響する可能性可能性があることから、これらが考慮されるべきである。

The factors such as "the short-lived characteristics" and “the

intended use (for decoration or ornamentation)" are ones which

should be taken into account when assessing the probability of

entry, especially the probability of transfer to a suitable host

(section2.2.1.5 of ISPM11). Therefore, both factors may affect

“the probability of entry of a pest” rather than “the likelihood of

pest establishment”.

"日持ちのしない特性”や”用途（観賞用又は装飾用）”といった要因は、病害虫

の入り込みの可能性、特に好適宿主への移動の可能性（ISPM11のセクション

2.2.1.5）を評価する際に考慮されるべきである。このため、両方の要因は、”
病害虫の定着の可能性”よりも”病害虫の入り込みの可能性”に影響する場合
がある。

TECHNICAL
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the perishability, shelf-life, transport, cold storage and intended use of the cut flowers

in relation to survival and establishment entry of the pest

病害虫の生存及び定着入り込みに関連する切り花の枯死しやすさ、品質保持期間、輸送、低温貯蔵及び
用途

The factors such as "perishability", "shelf-life", "transport", "cold

storage" and "intended use"  are ones which should be taken

into account when assessing the probability of entry, especially

the probability of transfer to a suitable host (section2.2.1.5 of

ISPM11). Therefore, these factors may affect “entry of a pest”

rather than “establishment”

”枯死しやすさ”、”品質保持期間”、”輸送”、”低温貯蔵”及び”用途”といった
要因は、病害虫の入り込みの可能性、特に好適宿主の移動の可能性
（ISPM11のセクション2.2.1.5）を評価する際に考慮されるべきである。このた
め、これらの要因は、”定着”よりも”病害虫の入り込み”に影響する場合があ
る。

TECHNICAL
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the presence of fruit or other propagules.

- 　probability of diversion from intended use (e.g. cuttingscut flowers with stems

which are capable of growing)

果実や栄養繁殖体の存在
- 用途外への転用の可能性（例えば、生育可能な挿し穂茎付きの切り花）

Even though the draft standard does not cover plants for

planting, pest risk associated with probability of diversion from

decoration or ornamentation purpose to planting purpose should

be taken into account when conducting a PRA.

本基準案の対象範囲において、栽培用植物は対象外とされているが、
PRAを実施する際には、観賞用又は装飾用から栽培用へ転用される可能
性に関連する病害虫リスクが考慮されるべきである。

SUBSTANTIVE

切り花の国際移動
Draft ISPM – International movement of cut flowers
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1.2 Risk ranking Examples of major pest groups associated with for cut flowers

切り花のに関連した主な病害虫グループのリスク順位例

Pest risk differs depending on PRA area. Without PRA, "risk

ranking" should not be specified.

病害虫のリスクはPRAの対象とする地域により異なる。PRAを行わずに「リスク
順位」が特定されるべきではない。

SUBSTANTIVE
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The relative risk ranking examples of pest groups associated with cut flowers may

assist NPPOs in focusing on pests that can enter and establish.

切り花に関連する病害虫グループの相対的なリスク順位例は、植物検疫当局(NPPOs)が入り込み及び
定着が可能な病害虫に焦点をあてる場合に役に立つかもしれない。

Pest risk differs depending on PRA area. Without PRA, "risk

ranking" should not be specified.

病害虫のリスクはPRAの対象とする地域により異なる。PRAを行わずに「リスク
順位」が特定されるべきではない。

SUBSTANTIVE
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Pest risk varies within the broad category of cut flowers, depending on the plant

taxon and the species of pest. Furthermore, within any given cut flower species there

is a range of pest risk associated with the type of material being moved (e.g. bare

stemmed, stems with foliage, fruit). Some examples of higher- and lower-risk pest

groups associated with cut flowers are indicated belowin Appendix. This relative

ranking The examples may be useful as guidance in the PRA. The ranking pest risk of

pest species included in these groups may vary depending on the specific

circumstances. In generalFor examples, for insects, adults on cut flowers may pose a

higher risk than other life stages. Due to the cold storage and transport and the short

shelf-life of cut flowers, juvenile life stages are may be less likely to develop to adults

and therefore may pose a lower risk.

切り花の大きな区分における病害虫リスクは、植物の分類群と病害虫の種によって様々に異なる。さら
に、どのような切り花の種についても、移動時の状態（例えば、茎が露出した状態や茎に葉や果実のつい
た状態）によって病害虫リスクに幅が生じる。切り花に付着する高いリスクと低いリスクの病害虫グループ
の一例を以下付録に示す。この相対的な順位付けを行うこと例示は、PRAのガイダンスとして役立つ場合
がある。また、この順位付けこれらのグループに含まれる病害虫の種の病害虫リスクは特定の状況下に
よって変化することもある。一般的には例として、切り花に付着した虫が成虫である場合は他の生育ス
テージよりもリスクが高い場合がある。これは、切り花が低温貯蔵下で輸送されることと品質保持期間が
短いことにより、幼虫が成虫に成長する可能性が低いくなる場合があることから、このためリスクが低くな
るのである場合がある。

For consistency with paragraph 72-79 moved to Appendix.

付録に移動させるパラグラフ72-79との整合性をとるため。

SUBSTANTIVE
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1.2.1 Examples of higher-risk pest groups (in alphabetical order)

1.2.1 よりリスクが高い病害虫グループの例（アルファベット順）

Pest risk differs depending on PRA area. Without PRA, "risk

ranking" should not be specified.

病害虫のリスクはPRAの対象とする地域により異なる。PRAを行わずに「リスク
順位」が特定されるべきではない。

SUBSTANTIVE
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Aphids (Aphididae) . Aphids can be polyphagous, and females can reproduce

parthenogenetically. Many aphid species can produce winged forms that can migrate

long distances to new host plants. Because many aphids often need not mate or find

places to oviposit during the growing season, they probably can establish more easily

than many other insects. Some Many aphids species are known to be vectors for plant

virusesviruses but the transmission modes of many of them are non-persistent and

semi-persistent.

アブラムシ（アブラムシ科）　アブラムシは、多食性で、雌が単為生殖により繁殖できる。多くのアブラムシ
の種は、有翅型を出現させ、新たな寄主植物を求めて長距離を移動することが可能である。また、多くの
アブラムシは、大抵、成長期に雌雄が対をなしたり産卵場所を見つけたりする必要がないため、他の多く
の昆虫よりも定着しやすい。一部の多くのアブラムシの種は植物ウイルスの媒介虫となることが知られて
いるが、それらの多くの伝搬方式は、非永続伝搬か半永続伝搬である。

Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

Information on the transmission modes of many aphid species

should be added.

新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。
多くのアブラムシ種の伝搬方式の情報を追加するべきである。

SUBSTANTIVE
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Leafminers (e.g. Agromyzidae) .  A number of species attack plants of agricultural or

ornamental value. Eggs are usually laid on the lower surface of leaflets. Larvae are

leaf miners, less frequently as stem miners or stem borers. Pupariation occurs inside

or outside the leaf, or in the soil beneath the plant.Compared to many other pest

groups, a greater proportion of leafminers on cut flowers in trade tend to be adults.

Consequently, they often may not need to complete development on this short-lived

commodity, and as adults may have greater mobility and ability to transfer from the

commodity to a host. The most significant common leafminers tend to be

polyphagous and therefore have a greater likelihood of finding a suitable host.

潜葉性昆虫（例  ハモグリバエ科）　多くの種は農業の又は装飾的な価値のある植物を加害する。卵は通
常、若葉の表面に付着している。幼虫は潜葉性で、潜茎性や茎穿孔性の種も少数いる。蛹化は葉の内部
又は外部もしくは植物のすぐ下の土で起こる。他の多くの病害虫群と比較すると、商取引において切り花
に付着するハモグリバエの割合は、圧倒的に成虫が多い傾向にある。従って、当該虫は、しばしば寿命
の短い切り花で成長を完了する必要がない場合があり、成虫は寄生していた切り花から当該品目の他の
宿主へ移動できる能力を備えている。また、主要な一般的な潜葉性昆虫は、その多くが多食性の傾向に
あることから、好適宿主を見つけられる可能性が高い。

Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

1st sentence should be deleted because it is not appropriate

information. Instead, useful information for inspection should be

added. Larva and pupa stages are tend to be more often

intercepted from cut flowers than adult stage, pupariation of

some genus occurs at the end of the mine of leaves.

新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。
1文目は適切な情報でないため、削除するべきである。代わりに、検査に役立
つ情報を追加するべきである。幼虫及び蛹のステージは、成虫のステージより
も切り花から頻繁に発見される傾向にあり、いくつかの属は潜葉して蛹化す
る。

SUBSTANTIVE
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Thrips (Thripidae) . Thrips oviposit in leaf tissue, and adults and nymphs feed on the

flowers and leaves of many plants. Thrips can fly, may exhibit host shifts in new

areas and can reproduce parthenogenetically. Many thrips are also known to be

vectors of other pestsplant viruses mainly.

アザミウマ（アザミウマ科）　アザミウマは葉の組織に産卵し、その成虫と幼虫は、いずれも多くの植物の
花と葉を加害する。アザミウマは飛翔することが可能であり、新たな地域の寄主に移り、単為生殖により
繁殖することも可能である。また、アザミウマの多くは、他の病害虫主に主に植物ウイルスの媒介虫でも
あるとして知られている。

Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

Many thrips are known to transmit plant viruses.

新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。
多くのアザミウマは、植物ウイルスを伝染させることが知られている。

SUBSTANTIVE
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1.2.2 Examples of lower- or negligible-risk pest groups (in alphabetical order)

1.2.2 リスクがより低い、又は無視できる病害虫グループの例（アルファベット順）

Create Appendix and move paragraph 72-79 to the Appendix.

 Pest risk differs depending on PRA area. Without PRA, "lower-

or negligible-risk pest" shouldn't be specified.

新たにAppendixを作成し、パラグラフ72-79を参考情報として移動させる。

病害虫のリスクはPRAの対象とする地域により異なる。PRAを行わずに、”リス
クのより低い又は無視できる病害虫”を特定するべきではない。

SUBSTANTIVE
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Moths (e.g. Noctuidae, Geometridae, Tortricidae) . Mobile adults rarely occur in the

cut flower pathway. Immature stages of these pests may be much more common, but

these are relatively immobile and unlikely to complete their development within the

short vase-life of cut flowers. Many species require pupation in soil. For these

reasons, moths seem highly unlikely to escape the pathway in large enough numbers

to emerge as adults, successfully find mates and establish.

蛾類（例  ヤガ科、シャクガ科、ハマキガ科）　成虫は飛ぶことができるが、切り花の流通過程に出現する
ことは稀である。これら病害虫は幼態での付着がより一般的であるが、幼虫は比較的動きが少なく、寿命
の短い切り花で成虫にまで成長することはあまりない。また、多くの種では地中での蛹化が不可欠であ
る。したがって、蛾類は切り花の経路から成虫になるための十分数の個体が散逸し、雌雄対をなして定着
する可能性は、極めて低いものと思われる。

Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。

SUBSTANTIVE
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Nematodes (Nematoda) . Most nematodes are associated with below-ground parts of

plants, and therefore only rarely would be present on cut flowers. Only nematodes

feeding on the leaves or stem (e.g. Aphelenchoides spp., Ditylenchus spp.) are

expected to be associated with cut flowers.

線虫（センチュウ門）　ほとんどの線虫は植物の地下部分に付着しているため、切り花に付着していること
はごく稀である。切り花への付着が想定されるのは、葉又は茎を食べる線虫（例 Aphelenchoides属、

Ditylenchus属）のみである。

Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

Some species such as Ditylenchus spp. penetrate into stems.

新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。

Ditylenchus属等のいくつかの種は、茎に入り込む。

SUBSTANTIVE
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Pathogens. In the case of most pathogens, infected cut flowers are likely to be

asymptomatic. However, because few of the genera associated with cut flowers can

propagate easily, systemic plant pests (for example, (e.g. viruses) may only rarely

escape the pathway.

病原体　切り花が病原体に感染している場合、そのほとんどが無病徴である場合が多いようである。しか
しながら、切り花において簡単に増殖できる属がごく僅かにあり、植物に浸透する伝染病（例えば例　ウイ
ルス）が流通過程から流出することが極めてまれにある。

Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。

SUBSTANTIVE
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Whiteflies (Hemiptera) (Aleyrodidae) . These are sap sucking insects found in groups

on the underside of leaves. Nymphs normally occur Eggs are laid usually in clusters

and suck from spiral patterns or arcs on the leaves. The first instars move to a

suitable feeding location on the lower leaf surface and settle there where they remain

stationary in cluster till becoming adults. Adults do not fly very efficiently so locally

move, but once airborne, can be transported long distances by the wind. Whiteflies

are vectors for viral diseases.

Spider mites (e.g. Tetranychoidea) . Spider mites generally live on the undersides of

leaves of plants, where they may spin protective silk webs. Under favorable

conditions of warm temperature and low humidity, the generations may be completed

on this short-lived commodity. Spider mites tend to disperse by wind or by walking

up.

コナジラミ（半翅目）（コナジラミ科）　これらは吸汁性昆虫で、葉の裏で群をなして見られる昆虫。通常、幼
虫は卵は群生して葉にを吸汁するらせん状又は弧状に産卵される。また、1齢幼虫は、低い位置の葉の
表面にある最適な餌場に移動し、そこで成虫になるまで群生して留まる。成虫はあまり効率的に飛翔しな
いため局地的に移動するが、飛翔性であり、風により長距離移動できる。また、コナジラミはウイルスの媒
介虫である。
ダニ（例　ハダニ科）　一般的にダニは植物の葉の裏側に生息し、保護用の糸を出す。高温低湿の好適条
件下では、この品質保持期間が短い品目において世代交代が完了する場合がある。ダニは風や歩行に
よって拡散する傾向にある。

・Create new Appendix and move paragraph 72-79 to the

Appendix for reference.

・Changed to family name from order name to make consistent

with other pest groups.

・Description is limited to only nymph at a certain stage and is

lack of information. Information for all stages associated with

cut flowers should be added.

・Some species of spider mites are often detected on cut flowers.

・新たに付録を作成し、参考情報としてパラグラフ72-79に移動させる。
・他の病害虫グループと整合性をとるため、目名から科名に変更する。
・記述は、特定のステージの若齢虫に限定され、情報が不足している。切り花
に付着するすべてのステージの情報が加えられるべきである。
・ダニのいくつかの種が頻繁に切り花で発見されている。

SUBSTANTIVE
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1.3 Other organismsPest groups

1.3 他の生物病害虫群

To be consistent with Table 1.

表1と一致させるため。

EDITORIAL
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Examples of pest groups organisms that may be associated with the cut flowers and

other fresh parts of various plant genera are listed in Table 1. The list presented is

neither exhaustive nor comprehensive. Other pest groups organisms may need to be

considered in some circumstances.

表1に、切り花及び他の様々な植物属の生鮮部分に関連する病害虫群生物の例を一覧として示した。この一覧
は、切り花等に関する病害虫を網羅するものでも包括的に示すものでもない。環境によって、他の病害虫群生物に
ついて検討を要する場合もある。

To be consistent with Table 1.

表1と一致させるため。

EDITORIAL
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Cut Because cut flowers are a perishable commodity and temperature is the most

important factor that influences their shelf-life. Therefore, if possible, most cut

flowers are transported and stored in a cold condition from the time the cut flowers

are collected to the time they are sold at the consumer level. This will also affect the

further development, the survival and the mobility of pests present on these

commodities.

切り花は枯死しやすい品目であることから、その品質保持期間に影響する温度は最も重要な要素であ
る。したがって、可能であれば、多くの切り花は収穫後から消費者への販売時まで低温状態を維持して輸
送や貯蔵が行われる。これは、その品目に潜む病害虫のさらなる発育、生存及び移動にも影響を与え
る。

This paragraph should state the fact about the situation on

transportation and distribution of cut flowers. Therefore, "if

possible,” is unnecessary.

このパラグラフは切り花の輸送及び流通状況についての事実を述べるべきで
ある。したがって、”可能であれば”は不要である。

EDITORIAL
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A number of different phytosanitary measures may be applied based on the outcome

of the PRA. Appropriate measures should be chosen based on their effectiveness in

reducing the probability of introduction of the pest. Selected phytosanitary measures

should be appropriate to the pest risk and technically justified. For existing trade, new

measures should only be applied after the PRA has been completed (or revised).

Required measures may include:

PRAの結果に基づいて多くの異なる植物検疫措置が適用されうる。病害虫が侵入する可能性を低減する
有効性を踏まえて、適切な措置が選択されるべきである。また、選択された植物検疫措置は、病害虫リス
クに適したものであるとともに、技術的に妥当であるべきである。既存の商取引においては、PRAを終え
た（又は改正された）後にのみ新たな措置が適用されるべきである。措置の要件には次のものを含む

Paragraph 88-91 is described in section 2.1.

パラグラフ88-91は、セクション2.1に記述されている。

EDITORIAL

88

surveillance for pest freedom

病害虫無発生のためのサーベイランス

Move to section 2.1.1.

セクション2.1.1に移動。

EDITORIAL
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the application of a pre-dispatch treatment

発送前処理の適用

Not necessary. It is covered in section 2.1.3.

不要。セクション2.1.3で触れられている。

EDITORIAL

90
inspection of the consignment

荷口の検査

Move to section 2.1.3 and 2.1.5.

セクション2.1.3及び2.1.5に移動。

EDITORIAL

91
treatment on arrival at the point of entry.

輸入地点に到着した際の処理

Not necessary. It is covered in section 2.1.5.

不要。セクション2.1.5で触れられている。

EDITORIAL
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field pest monitoring and detection

- the establishment and maintenance of pest free area, pest free place of production

or pest free production site

ほ場病害虫のモニタリングおよび検出
- 病害虫無発生地域、病害虫無発生生産地及び病害虫無発生生産用地の設定と維持

Moved from paragraph 88 "surveillance for pest freedom".

パラグラフ88”病害虫無発生のためのサーベイランス”に移動。

TECHNICAL

122

Each lot in a consignment should may be identified in a way that can be traced back

to the place of production. In the case of treatments applied, measures should be

adopted to segregate treated and non-treated lots and to protect treated lots from

contamination or infestation.

荷口はロット毎に生産地を追跡できるような方法で識別しておくべきであることができる。また、処理が適
用される場合には、処理済ロットと未処理ロットを分離し、処理済ロットが病害虫に汚染又は寄生されない
よう、措置が適用されるべきである。

It is preferable that cut flowers can be traced back to the place

of production. While consideration should be given to

circumstances that cut flowers are often re-packed and all

countries cannot necessarily implement the requirement.

切り花は、生産地まで遡ることができることが望ましい。しかし、切り花は頻繁
に再こん包されるため、すべての国が必ずしもこの要求を履行できるわけでは
ないという状況を考慮すべきである。

TECHNICAL
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Diptera: Cecidomyiidae, Lepidoptera: Moths (e.g

. Oecophoridae), Hemiptera: Mealybugs.

ハエ目；タマバエ科、チョウ目：蛾類（例　マルハキバガ科）、カメムシ目：コナカイガラムシ

Concealer moths and mealybugs are frequently intercepted from

Brunia spp.

マルハキバガとコナカイガラムシはBrunia属から頻繁に発見されている。
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Whiteflies, mealybugs, scales, Leafhoppers.

コナジラミ、コナカイガラムシ、カイガラムシ、ヨコバイ

Leafhoppers are frequently intercepted from Chrysanthemum

spp.

ヨコバイは、キク属から頻繁に発券されている。
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