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これまでの経緯 

1997年11月 IPPC総会でISPM No.5（植物検疫用語集）
採択 

 

  新規ISPMの策定に伴い、新たな植物検疫用語の 

 定義の追加、訂正及び 削除を、用語に関する技術 

 パネル（TPG）を中心に継続的に検討 

  

2014年５月  基準委員会（SC）で各国協議案として承認 



追加提案されている用語及び定義  

bark (as a commodity)： bark separated from wood 

樹皮(コモディティとしての)： 木から剥離された樹皮     
 

 

 

 

 

参考(ISPM 5) 

bark：The layer of a woody trunk, branch or root outside the cambium 

樹皮：木の幹、枝、根の形成層の外側の層 

commodity： A type of plant, plant product, or other article being moved for        
trade or other purpose 

コモディティ：貿易又は、その他の目的のために移動される植物、植物生産物 

又はその他の対象 

 

 

追加の理由：新規ISPM案「木材の国際移動における有害動植物
リスクの管理」において、コモディティとして樹皮が扱われている
ため、追加提案 



改訂提案されている用語及び定義（１） 

改定案 

additional declaration： A statement that is required by an importing 
country to be entered on a phytosanitary certificate and which 
provides specific additional information on a consignment in relation 
to regulated pests or regulated articles 

   

追記： 植物検疫証明書に輸入国が要求している記載事項であって、
規制有害動植物や規制対象物（regulated article）に関する荷口につ
いての特別な追加情報を提供するもの  

 

 

 

改訂の理由：土壌、培養資材、容器包装も追記の対象となりうるため 

 

 



改訂提案されている用語及び定義（２） 

現行 

grain： A commodity class for seeds intended for processing or 
consumption and not for planting (see seeds)   

穀類：加工又は消費用で栽培に供しない種子の品目類（種子を参照）    

  

 

 

改定案   

grain(as a commodity class): Seeds (in the botanical sense)  for 
processing or consumption, but not for planting    

穀類(品目類としての）：加工又は消費用で栽培に供しない(植物学上
の)種子 

 

 

改訂の理由：種子と区別するために削除 



現行 

seeds：A commodity class for seeds for planting or intended for 
planting and not for consumption or processing (see grain)   

種子：消費用又は加工用でない、栽植用又は栽植用途の種子の品
目類(穀類を参照） 

 

 

 

改定案 

seeds(as a commodity class)： Seeds (in the botanical sense) for 
planting, but not for processing or consumption 

種子(品目類としての) ：加工用又は消費用でない、栽植用の(植物学
上の)種子 

改訂提案されている用語及び定義（２） 

 

改訂の理由：穀類と区別するために削除 



改訂提案されている用語及び定義（２） 

参考１(ISPM 5) 

commodity class：A category of similar commodities that can be 
considered together in phytosanitary regulations 

品目類：植物検疫規則上同一と考えられる類似品目のカテゴリー 

 

参考2 

※我が国の「輸入穀類等検疫要綱」（45農政第2628号農政局長通達） 

｢穀類等｣とは、種苗用以外の用に供する目的で輸入されるか穀類、
しゅく穀類、コプラ、ひま、ごま、ペレット類、油粕類、穀粉類、飼料用
植物、わら等（これらの容器包装を含む）をいう。 



改訂提案されている用語及び定義（２） 

参考３ 

※我が国の「輸入種苗検疫要綱」(53農蚕第6963号農蚕園芸局長 

通達) 

｢種苗｣とは、栽培の用に供され、又は供することができるもの 

として輸入される種子(栽培の用に供されるものに限る。)、 

球根、苗、苗木、穂木等をいう。 



現行  

Mark： An official stamp or brand, internationally recognized, applied 
to a regulated article to attest its phytosanitary status 

商標(マーク)：植物検疫ステイタスを立証するため規制対象へ適用す
る国際に認知されている公的なスタンプ及びブランド 

 

 

改定案 

Mark： An official stamp or brand, internationally recognized, applied 
to a regulated article to attest that certain phytosanitary 
procedures have been applied. 

商標(マーク)：確かな植物検疫手続きが行われたことを立証するため
規制対象へ適用する国際的に認知されている公的なスタンプ及びブ
ランド 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

改訂の理由：植物検疫ステイタスが曖昧な表現のため、修正 

改訂提案されている用語及び定義（３） 



改訂提案されている用語及び定義（４） 
現行 

wood： A commodity class for round wood, sawn wood, wood chips 
or dunnage, with or without bark   

木：丸太、板材、木材チップ又はダンネージの品目類であって、樹皮
の有無を問わない 

 

改定案 

wood(as a commodity class)： Commodities such as round wood, 
sawn wood, wood chips and wood waste, with or without bark, 
excluding wood packaging material and processed wood material. 

木(品目類としての)：丸太、板材、木材チップ又は木屑(wood waste)
の品目類であって、樹皮の有無を問わない。木材梱包材及び加工
木材を除く。 
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改訂の理由：木材梱包材に含まれるので削除 

 

 改訂の理由：木材梱包材はISPM15において別途取扱いがあること、加工木材 

(ベニヤ板、パーティクルボード等）は病害虫の付着する恐れがないことから削除 



改定案 

visual examination： The physical examination of plants, plant 
products, or other regulated articles using the unaided eye, lens, 
stereoscope or microscope to detect pests or contaminants without 
testing or processing 

 

目視検査：検定又は処理加工することなく、病害虫又は汚染を発見す
るための肉眼、レンズ、実体顕微鏡、生物顕微鏡を用いた植物、植物
生産物、その他の規制対象物の物理的検査 

  

 

 

 

 

改訂の理由：検定の一部に含
まれるので削除 

改訂提案されている用語及び定義（５） 

 

 

改訂の理由：inspectionで定義
されているので削除 



参考(ISPM 5) 

Inspection：Official visual examination of plants, plant products or 
other regulated articles to determine if pests are present or to 
determine compliance with phytosanitary regulations 

病害虫が存在しているかどうかを決定するため、又は、植物検疫規則
に合致しているか決定するために行う植物、植物生産物又はその他の
規制対象物に対する公的な目視検査。 

 

改訂提案されている用語及び定義（５） 


