
資料２ 
 

２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 新規 ISPM「植物検疫における監査(audit)」 
 
 
適用範囲(Scope)（パラ 32） 
【修正案】 
[31] Scope 
[32] This standard covers audits in the phytosanitary context conducted by a national plant 
protection organization (NPPO) in its own territory, or with and in the territory of another NPPO, 
and audits conducted by entities that have been authorized by the NPPO to conduct audits on its 
behalf. This standard focuses only on the phytosanitary aspects of audits. For general aspects of 
audits, other sources of information are available. 
 
（仮和訳） 
[31] 適用範囲 
[32] この基準は、国家植物防疫機関（NPPO）が独自の領域で、または別の NPPO の領域とと

もにまたはその領域内で実施する植物検疫の枠組みにおける監査、及び NPPO がその地域でそ

の代理として監査を実施するための権限を与えた団体が実施する監査を対象としている。この

基準は監査の特定の植物検疫的側面にのみ焦点を当てている。 監査における他の側面について

は、他の情報源が利用可能である。 
 
【理由】 
 パラ 32 の 1 文目に This standard covers audits in the phytosanitary context とあるため、最後

から２文目は重複しており不要。最後の文も other sources of information are available の意味が

不明確であり、記載する必要はないと考える。 
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要件の概要（パラ 39） 
 
【修正案】 
[38] Outline of requirements  
[39] This standard describes the purpose and procedures for audit activities in the phytosanitary 
context. This includes the circumstances that may initiate an audit, the criteria roles and 
responsibilities of the auditor and auditee and the procedures for planning, preparing for, 
undertaking and reporting the outcome of an audit. The audit elements to be considered depend 
on the type of audit and its purpose, scope and objectives.  
 
（仮和訳） 
[38] 要件の概要 
[39] この基準は、植物検疫の枠組みにおける監査活動の目的と手順を説明している。これには、

監査を行う場合がある状況、クライテリア 監査者と被監査者の役割と責任 及び監査の計画、準

備、実行、結果の報告の手順が含まれる。考慮すべき監査の要素は、監査の種類とその目的、範

囲、目標によって異なる。 
 
【理由】 
 本 ISPM の要件ではクライテリアについて記載していないため削除。代わりに、主要な要件の

一つである監査者と被監査者の役割と責任を追加。 
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２ 新規 ISPM「植物検疫措置のための品目基準」 
 
 
3.品目基準へ措置を追加するためのクライテリア 
（パラ 114、115） 

【修正案】 
[114] The practicality and feasibility of the measure is also taken into account when a measure 
is being considered for inclusion in a commodity standard. These factors and cost should also 
be considered by contracting parties when evaluating an option as a phytosanitary measure. 
[115 ]The practicality, feasibility and cost of potential measures should also be considered by 
contracting parties when implementing a commodity standard and evaluating the suitability of 
the measures contained within it. 
 
（仮和訳） 
[114] 措置を品目基準に追加することを検討する際に措置の実用性と実現可能性は考慮され

る。植物検疫措置としての選択肢を評価する場合には、これらの要素及びコストについても、

加盟国によって考慮されるべきである 。 
[115] 品目基準を実施し、品目基準に含まれる措置の適合を評価する場合には、可能性のある

措置の実用性、実現可能性及びコストが加盟国によって考慮されるべきである。 
 
【理由】 

パラ 114 の 2 行目とパラ 115 は内容が重複しているため、一方を削除。 
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要件の概要（パラ 44） 及び 4 措置の信頼性（パラ 116 から 128） 
 
【修正案】 
 
[44] Outline of requirements 
[44] (略) The options for phytosanitary measures listed are those that satisfy minimum criteria for 
inclusion in the standard, and are categorized according to confidence in the measures. 
 

[43]要件の概要 

[44]リストアップされた植物検疫措置の選択肢は、基準に追加するための最小基準を満たすもの

であ る。り、措置の信頼度に従って分類される。 

 
[116]4. Confidence in Categorization of measures  
 
[117] Options for phytosanitary measures are may be categorized by the Technical Panel on 
Commodity Standard based on fact-based information available such as: according to 
confidence in the measures. Confidence in the measures is evaluated based on criteria 
developed and revised as necessary by the Technical Panel on Commodity Standards. 
Evaluation of confidence may be based on: 
[118] the presence of the measure in an adopted ISPM;  
[119] the presence of the measure in a regional standard; 
[120] the history of the use of the measure by contracting parties; 
[121] the history of the use of the measure by the private sector or an authorized entity; 
[122] the inclusion of the measure in a PRA; 
[123] the number of PRAs that include the measure; 
[124] the number of years that the measure has been in use; 
[125] reports of success or failure of the measure, including interception data; 
[126] the volume or frequency of traded commodities subjected to the measure; 
[127] the availability of quantitative or qualitative analyses pertinent to the measure; 
[128] the number and diversity of countries applying the measures. 
 
[129 ]Confidence depends on the rigour of any supporting analyses and may be increased if there 
are cumulative sources of evidence, such as information on usage or acceptance.   

 
（仮和訳） 
[116]4. 措置の 信頼性 分類 
[117]植物検疫措置の選択肢は、品目基準に関する技術パネルにおいて、以下のような事実に基づ

いた利用可能な情報に基づき 措置の信頼性に応じて 分類 することができる される。措置の信

頼性は、品目基準に関する技術パネルにより必要に応じて策定及び改訂された基準に基づいて

評価される。信頼度の評価は以下に基づく場合がある : 
- [118]採択された ISPM における措置の存在  
- [119]地域基準における措置の存在 
- [120]締約国による措置の使用履歴 
- [121]民間部門又は権限を付与された団体による措置の使用履歴 
- [122]PRA への措置の包含 
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- [123]措置を含む PRA の数 
- [124]措置が使用されている年数 
- [125]阻止データを含む、措置の成功又は失敗に関するレポート 
- [126]措置の対象となる貿易品目の数量又は防疫頻度 
- [127]措置に関係のある定量的又は定性的分析の利用可能性 
-  [128]措置を適用している国の数及び多様性。 
 
[129]信頼性は、裏付けとなる分析の厳格性に依存しており、使用法や受け入れに関する情報など、

証拠の累積的な情報源がある場合に増加する場合がある。 

 

【理由】 
1. Confidence（信頼性）の定義が不明確で客観的な分類は困難 
 信頼性が措置の強度（intensity）、効果（effectiveness）、実用性（practicality）、実現可能

性（feasibility）、効率性（efficiency）等、何を意味するのか不明確。信頼性の定義づけをしな

い限り客観的に分類することは困難と思料するため、「信頼性に応じた分類」については削除。 
一方、「国際基準がある」、「地域基準がある」、「貿易で使用している国がある」といっ

た事実に基づく客観的な情報により分類することは可能と考えるため、その旨を提案する。こ

れらの情報は、加盟国が措置の採用を検討する際に参考になると考える。 
 
2. クライテリアは加盟国で合意すべき 

仮に信頼性に応じて措置を分類するクライテリアを作成する場合であっても、これは本基準

の主要な要素となるため、少人数の技術パネル内ではなく、加盟国協議を伴う ISPM として作

成すべき。また、新たに設置される技術パネルの議論の中で、信頼性に応じて分類するクライ

テリアを作成した方が良いとの議論になった場合は、技術パネルが本クライテリアを ISPM 改

正案として提案することができる。 
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３ ISPM 5「植物検疫用語集」 
コメントなし。 
 
４ ISPM12「植物検疫証明書」の再輸出に関する改正 
 
 
 1.3 植物検疫証明書への添付書類（パラ 72） 
【修正案】 

[72] All pages of attachments should bear the number of the phytosanitary certificates and 
should be dated, signed and stamped in the same manner as required for the phytosanitary 
certificates.（略）Other documents such as the Convention on International Trade in Endangered 
Species (CITES) certificates may accompany the consignment along with the phytosanitary 
certificate, but such documents should not be considered attachments to the phytosanitary 
certificates nor should they be referenced on the phytosanitary certificate except for the certain 
re-export cases described in the Section 6.2. 

 
（仮和訳） 
[72] 添付書類の全てのページは、植物検疫証明書の番号を記載の上、植物検疫証明書に求められ

る方法と同じ方法で日付が付され、署名され、押印されるべきである。（略）植物検疫証明書と

ともに絶滅のおそれのある種の国際取引に関する条約（CITES）証明書等の他の文書を積荷に添付

することもできるが、セクション 6.2 において言及される特定の再輸出の事例を除いて、かかる

文書は植物検疫証明書の添付文書とみなされるべきではなく、植物検疫証明書において言及され

るべきでない。 

 
【理由】 

本改正案で追加されている、特定の再輸出の事例に関するセクション 6.2 のパラ 258 の記述（以

下抜粋。元々の植物検疫証明書又は認証謄本を添付することができる、その場合は元々の植物検

疫証明書の追記内容及び番号を植物検疫証明書の追記欄で引用することができる旨の記述。）は、

パラ 72 の記述と矛盾する。このため、パラ 72 に例外規定を設けることを提案する。 
 
（参考）セクション 6.2 特定の再輸出事例における輸出のための植物検疫証明書に関する考察 

6.2 Considerations for issuing a phytosanitary certificate for export in certain re-export cases 
[258] Documents such as the original phytosanitary certificate or a certified copy may be 
attached to the phytosanitary certificate for export if they contain information that was used to 
complete the phytosanitary certificate for export. In this case, the relevant additional 
declarations on the original phytosanitary certificate or the certified copy, and the number of that 
certificate, may be referred to in the additional declaration section of the phytosanitary certificate 
for export to attest compliance with the phytosanitary import requirements of the country of 
destination (e.g. growing season inspection, soil testing) that cannot be met by the country of 
re-export.. 

 
[258] 元々の 植物検疫証明書又はその認証謄本等の文書は、それらが輸出のための植物検疫証

明書記入のために使用された情報を含む場合には、輸出のための植物検疫証明書に添付するこ

とができる。 この場合、植物検疫証明書原本又はその認証謄本の番号及び該当する追加記載

は、再輸出国が満たすことができない仕向国の植物検疫輸入要件（例えば、生育期検査、土壌

試験等）への適合を証明するために、輸出のための植物検疫証明書の追加記載欄において引用

する場合がある。 
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4. 植物検疫証明書の作成及び発給に関する個別考察（パラ 165-166） 
 
【修正案】 
[165] Place of origin: ____________ 
[166] The place of origin refers to places where the commodity was grown or produced, and 
where it may therefore have been infested or contaminated by regulated pests. In all cases, the 
name of the country or countries of origin should be stated by referring to the definition of the 
country of origin of each commodity type (i.e., plant, plant product, or other regulated article) in 
ISPM5. Countries may also require that the name or code of the pest free area, pest free place of 
production or pest free production site be identified. Further details on the pest free area, pest 
free place of production or pest free production site may be provided in the additional declaration 
section. 
 
（仮和訳） 
[165] 原産地: ____________ 
[166] 原産地とは、商品が栽培又は生産された場所であり、有害動植物により寄生又は汚染され

ていた可能性のある場所をいう。すべての事例において、ISPM５における、それぞれの品目のタ

イプ（植物、植物生産物または規制品）の「原産国」の定義を参照の上、原産国名が明記されな

ければならない。各国は、有害動植物無発生地域、有害動植物無発生生産地又は有害動植物無発

生生産用地の名称もしくは記号の記載を要請する場合もある。有害動植物無発生地域、有害動植

物無発生生産地又は有害動植物無発生生産用地の詳細情報は、追加記載欄に記載されている場合

がある。 
 

【理由】 
Place of origin（原産地）と Country of origin（原産国）との違いを明確化するため、ISPM5

「植物検疫用語集」の Country of origin（原産国）の定義を参照する旨を追記。 
原産地は本セクションで「栽培又は生産された（grown or produced）場所」とされている一

方、原産国については、ISPM5 において、（植物及び植物生産物については）栽培された（grown）
場所とされている。本セクションの後段で、原産地が複数ある場合は原産地欄にすべて記載し、

元々の原産国は括弧書きで記載するとされているが、両者を混同しないよう明確化する。 
（例えば、A 国で栽培された木材を、B 国が輸入し木材チップを生産し、C 国へ輸出する場合

は、植物検疫証明書の原産地欄には「B 国（A 国）」と記載する必要がある。） 
 
（参考）Country of origin の定義（ISPM５） 

・ Country of origin (of a consignment of plant products)： 
Country where the plants from which the plant products are derived were grown 

・ Country of origin (of a consignment of plants)：  
Country where the plants were grown 

・ Country of origin (of regulated articles other than plants and plant products)： 
Country where the regulated articles were first exposed to contamination by pests 
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6.1 再輸出のための植物検疫証明書の発給に関する考察（パラ 229-235） 
【修正案】 
[229] When a consignment is imported into a country, and then re-exported to another, the NPPO 
of the country of re-export, upon request by exporters, may issue a phytosanitary certificate for 
re-export3 only if all of the following requirements are met:  
‐ [230] All the plants, plant products or other regulated articles of the consignment for re-export 
have been imported. 
‐ [231] All the plants, plant products or other regulated articles of the consignment for re-export 
are covered and accompanied by an original phytosanitary certificate (or phytosanitary 
certificates) for export or a certified copy (or certified copies). 
‐ [232] The plants, plant products or other regulated articles of the consignment for re-export 
have not been grown, or processed to change their nature, in the country of re-export. 
‐ [234] The consignment has not been infested or contaminated by regulated pests. 
‐ The NPPO is confident that the phytosanitary import requirements of the country of destination 
are met. 
[235] The In addition to the above requirements, the NPPO should issue a phytosanitary 
certificate for re-export only if it is confident that the phytosanitary import requirements of the 
country of destination are met. 
 
（仮和訳） 
[229]積荷がある国に輸入され、次に別の国に再輸出される場合には、再輸出国の NPPO は、輸

出業者の要請に応じて、以下のすべての要件を満たす場合においてのみ、再輸出のための植

物検疫証明書 3 を発給することができる:  
• [230] 再輸出のための積荷のすべての植物、植物生産物、又はその他の規制品目は、輸入され

ているものである。 
• [231] 再輸出のための積荷のすべての植物、植物生産物、又はその他の規制品目が含まれ、植

物検疫証明書原本 1 通（又は複数の植物検疫証明書）又は認証謄本（又は複数の認証謄本）

が添付される。 
• [232] 再輸出のための積荷の植物、植物生産物、又はその他の規制品目は、再輸入国で、栽培

又は加工してその性質 を変えていない。 
• [234] 積荷は、感染又は汚染されていない。 
• NPPO は仕向国の植物検疫輸入要件が満たされていることを確信している。 
[235] 上記の要件に加えて、NPPO は、仕向国の植物検疫輸入要件が満たされていることを確信

した場合にのみ、再輸出のための植物検疫証明書を発給するべきである。 
 

【理由】 
再輸出検疫証明書発給の際の要件として、パラ 235 に「NPPO は、仕向国の植物検疫輸入要

件が満たされていることを確信した場合にのみ、再輸出のための植物検疫証明書を発給するべ

き」旨が、追加（in addition）の要件として記載されているが、これは再輸出証明書を発給する

要件として基本的な要件の一つであることから、追加の要件ではなく、上述の要件と並列に箇

条書きで記載することを提案する。 
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５ ISPM28「規制有害動植物に対する植物検疫処理」付属書 
 
〇コドリンガ、ナシヒメシンクイに対するりんご、ももの蒸熱・ガス置換処理 
 
全体コメント 
【コメント案概要】 

１． コドリンガの個体群間の熱耐性 

コドリンガは世界中に広く存在しており、異なる環境に生息しているため、発生が異なる地域

の個体群間で熱耐性が存在する可能性は否定できない。本処理基準が、コドリンガ個体群間の熱

耐性の違いに影響せず、広い地域で適用できる根拠を確認したい。 

 

２． 最耐性ステージ 

本処理基準においては、２つの論文 Neven and Rehfield-Ray (2006)(apple)及び Neven, 

Rehfield-Ray and Obenland (2006)(peach and nectarine)のデータを根拠としている。両論文に

おいて、卵の方が 4 齢幼虫よりも熱耐性が強い傾向示すデータが存在する中で、処理基準策定に

あたっては最耐性を 4齢幼虫としているが、その理由を確認したい。 

 

３．モモに対する有効性 

上述の論文のデータを比較すると、リンゴよりもモモの方が殺虫されにくい傾向を示すデータ

が存在する。一方、本処理基準では、リンゴの試験データのみにより両者に対する有効性（信頼

水準 95%において 99.9884%）を示している。モモの有効性は、モモでの試験データに基づき示す

べき。 

 

４．供試頭数及び有効性 

１回目の加盟国協議において、日本から「本処理基準における供試頭数は 25,882頭であるが、

複数の国が輸入要件として使用している３万頭以上の試験データ（有効性 99.99%以上）を利用す

ることを推奨する」旨をコメントしたが、本件の検討結果を確認したい。 

また、今後、できるだけ多くの国が ISPM28 付属書の処理基準を使用することができるよう、例

えば処理方法や病害虫のグループ毎に最低限の有効性を決めることができないか「植物検疫処理

に関する技術パネル」で検討願いたい。 

 
 
 
処理スケジュール（パラ 35） 
【修正案】 
[35] with air temperature held at 45 46  °C or above 
 
（仮和訳） 
[35] 気温を 45 46 ℃以上にする 

 
【理由】 

参考文献として掲載されている根拠論文においては、庫内温度を 46 ℃まで上昇させている。 
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処理スケジュール（パラ 38） 
【コメント案】 
[34] Exposure in a vapour heat and modified atmosphere chamber: 
- [35] with air temperature held at 45 °C or above; 
- [36] in a normal atmosphere with the concentration of oxygen (O2) reduced to 1% or below, the 
concentration of carbon dioxide (CO2) raised to 15% ± 1%, and the balance maintained with 
added nitrogen (N2); 
- [37] to reach a fruit core temperature of 44.5 °C or above within not more than 2.5 hours; 
- [38] to maintain a fruit core temperature of 44.5 °C or above and relative humidity 90% or above 
for at least 30 minutes. 
- [38] to maintain a fruit core temperature of 44.5 °C or above and relative humidity 90% or above 
for at least 30 minutes, until achieving total treatment time for 3 hours or more, or, using XXX g or 
lighter fruit to measure fruit temperature. 
 
（仮和訳） 
[34] 蒸熱・ガス置換処理庫での暴露： 
- [35] 庫内温が 45 ℃以上に保たれている場合。 
- [36] 酸素（O2）の濃度を 1％以下に減らし、二酸化炭素（CO2）の濃度を 15％±1％に上げ、

窒素（N2）を追加してバランスを維持した通常大気。 
- [37] 2.5 時間以内に果実の中心温度を 44.5 ℃以上に達すること。 
- [38] 中心温度を測定している果実で総処理時間が３時間に達するまで、又は、果実温度を測定す

るため XXX g 以下の果実を使用して、果実中心温度を 44.5 ℃以上、相対湿度 90 %以上を 30 分

間維持する。 
 
【理由】 

提案処理基準で処理したとしても、殺虫試験よりも小さな果実で温度測定した場合には、果

実中心温度が早く 44.5 ℃に上昇して処理が早く終了するため、試験と同様の殺虫効果が得られ

ないと考えられる。このため、総処理時間を設定するか、センサー果実重量を設定する必要が

あると考える。なお、センサー果実重量は根拠論文の殺虫試験で用いたセンサー果実重量に合

わせるべき。 
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