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資料１ 
 

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 ISPM４「有害動植物無発生地域の設定のための要件」の改正 

 
 
要件の概要（パラ 38） 
 
【修正案】 
[38] ．．．. The phytosanitary measures used to establish or maintain the PFA should be based 
on an assessment of pest risk. 
 
（仮和訳） 
[38] PFA を設定又は維持するために使用される 植物検疫 措置は、病害虫リスクの評価に基づく
べきである。 
 

【理由】 

本 ISPM の要件を正しく解釈するため「measures」と「phytosanitary measures」の用語の使

用を区別した方が良い。PFAを設定・維持する際に、国内の病害虫を防除する措置も適用される

場合があり、これは植物検疫の目的とは限らないため、phytosanitary（植物検疫）を削除。 

 
 
 
要件（パラ 50） 
 
【修正案】 
[50] Where a PFA has been established in full conformity with this standard, additional 
phytosanitary measures in relation to the specified pest should not be required while the 
phytosanitary security of the consignment should be assured. 
 
（仮和訳） 

[50] PFA がこの基準に完全に準拠して設定されている場合、荷口の植物検疫上の安全性は確保

すべきではある一方、特定の有害動植物又は有害動植物のグループに関連する追加の植物検疫

措置を必要とすべきではない。 

 
【理由】 

パラ 50 において、「この国際基準に従い PFA を設置する場合は、追加の検疫措置は要求さ

れるべきではない」とされているが、植物及び植物生産物の収穫後の移動中又は保管中の汚染

防止措置が必要な場合があり、植物検疫上の安全性は確保する必要があるためこれを明記する。 
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要件（パラ 60） 
 
【修正案】 
[59] Pest free areas may take significant time and resources to establish and maintain. To 
ensure that a PFA achieves its objectives, the following elements should be considered: 
[60] the requirement that measures used to establish and maintain a PFA should be based on:  
· the biology of the pest of concern  (survival potential, rate of reproduction, means of 

dispersal, the availability of host plants etc.),  
· the relevant pathways and  
· the characteristics of the PFA  (size, degree of isolation, ecological conditions, homogeneity 

etc.); 
 
（仮和訳） 
[59] 有害動植物無発生地域を設定し、維持するには相当な時間と資源を要することがある。PFA
の目的の達成を確保するには、次の要素を考慮すべきである。 

-[60] PFA の設定と維持に使用される手段が 
  -懸念される有害動植物の生態 （潜在的生存能力、繁殖率、分散方法、宿主植物の利用可能

性等） 
 -関連する経路 

   -及び PFA の特性 （規模、隔離の程度、生態学的条件、均質性等 ） 
に基づくという要件 

 
【理由】 

該当病害虫の生態、PFA の特性について、具体例を示した方が理解しやすいため。 
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1.1 管理されるべき有害動植物及び地域（パラ 70） 
 
【修正案】 
[69] 1.1 Pest and area to be controlled 
[70] When initiating a PFA, an NPPO should first characterize the pest – including the scientific 
name of the pest, valid identification methods and relevant aspects of its biology – and identify 
the area that is being considered for pest freedom. The area may be the entire country, a part of 
a country, or all or part of several countries. The boundary of a PFA may not necessarily mean 
the country’s border, depending on the situation of the targeted pest. Where a PFA extends 
beyond a country’s border, establishing and maintaining the PFA should involve the NPPOs 
concerned. 
 
（仮和訳） 
[70] PFA を提案する時、NPPO は、まず、有害動植物の学名、有効な同定方法及び生態が関連

する側面を含め、有害動植物を特徴づけるべきである。そして、有害動植物の無発生の対象と

される地域を特定するべきである。その地域は国全体、国の一部又は複数の国のすべて若しく

は一部となりうる。PFA の境界は、病害虫の状況によるが、必ずしも国境であることを意味し

ない。 PFA が国境を越えて広がる場合、PFA の設置と維持には、関係する NPPO が関与する

必要がある。 
 
【理由】 

PFA の境界が必ずしも国境とは限らないこと、複数の国を跨いだ PFA の場合のその NPPOs
の関与が必要なことを明示。 
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2.1 設定前のサーベイランス活動（（パラ 80） 
 
【修正案】 
[80] Where more reliable evidence is needed to demonstrate pest absence in an area, specific 
surveillance should be established. The level of surveillance (e.g. level of confidence, number of 
samples, selection and number of sites, frequency of sampling) should be based on the results 
of a pest risk assessment of a detection survey, and a delimiting survey conducted to justify the 
area that is being proposed as a PFA. 
 
（仮和訳） 
[80] ある地域の有害動植物の不在を証明するために、より信頼性の高い証拠が必要な場合は、

特定のサーベイランスを確立すべきである。サーベイランスのレベル （例：信頼性のレベル、

サンプル数、調査地点の数量と選択、サンプリングの頻度）は、病害虫リスク 発見調査の 評価

の結果 に基づくべきであり、PFA として提案されている地域があれば、その根拠を示すために

境界設定調査を実施すべきである。 
 
【理由】 

「The level of surveillance」が何を指すのか不明確であるため、具体例を追加。 
本パラの「pest risk assessment」の意図は、ISPM5「植物検疫用語集」における「pest risk 

assessment (for quarantine pests)」（以下参考）の定義と異なるため、混同を避けるため修正。 
 
（参考：ISPM 5「植物検疫用語集」抜粋） 

pest risk assessment (for quarantine pests)  
Evaluation of the probability of the introduction and spread of a pest and the magnitude of the 
associated potential economic consequences  
（検疫有害動植物に関する）病害虫リスク評価 

ある有害動植物の侵入及びまん延の可能性とそれに関連する潜在的経済的重要性の程度の評価  
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2.1 設定前のサーベイランス活動（（パラ 80 の後） 
 
【修正案】 
[80] Where more reliable evidence is needed to demonstrate pest absence in an area, specific 
surveillance should be established. The level of surveillance should be based on the results of a 
pest risk assessment, and a delimiting survey conducted to justify the area that is being proposed 
as a PFA. 

[新] If pest presence is confirmed in the area as the result of surveillance, the NPPO may 
consider the development of a pest eradication programme according to ISPM 9 (Guidelines 
for pest eradication programmes). 
 
（仮和訳） 
[80] ある地域の有害動植物の不在を証明するために、より信頼性の高い証拠が必要な場合は、特

定のサーベイランスを確立すべきである。サーベイランスのレベルは、病害虫リスク評価の結果

に基づくべきであり、PFA として提案されている地域があれば、その根拠を示すために境界設定

調査を実施すべきである。 
 
[新] サーベイランスの結果、地域内に病害虫の存在が確認された場合、NPPO は ISPM 9 に基

づいた病害虫根絶プログラムの作成を検討する場合がある。 
 
【理由】 

本 ISPM のパラ 96 に病害虫の根絶を達成した場合はそのエリアが無発生と宣言すべきとの記

載があるが、本 ISPM の中には、PFA 設置のためのサーベイランスの結果、病害虫の発生が確

認された場合の対応については記載がない。このため根絶プログラムの策定を検討する場合が

ある旨の１文をパラ 80 の後ろに追加。 
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2.4 有害動植物無発生地域の国家宣言（パラ 95-96） 
 
【修正案】 
[95] 2.4 National declaration of the pest freedom free area 
[96] When the pest status is confirmed as absent (according to ISPM 8), or eradication of the 
pest from the prospective PFA target area is achieved for the first time (according to ISPM 9 
(Guidelines for pest eradication programmes)), the NPPO should make a national declaration 
that the area is free from the pest. If the declared area is established as a PFA, the area should 
meet the requirements in sections 2.2 and 2.3 in addition to declaring pest freedom in the area. 
All internal management procedures and phytosanitary measures to maintain the PFA (see 
section 3) should be in place before this declaration is made. 
 
（仮和訳） 
[95] 2.4 有害動植物無発生 地域 の国家宣言 
[96] （ISPM 8 に基づき）有害動植物ステータスはないと確認された場合、又は（ISPM 9（有害

動植物の根絶計画のためのガイドライン）に基づき）想定される PFA対象地域 からの有害動植物

の根絶が初めて達成された場合、NPPO は、その地域は有害動植物が無発生であるとの国家宣言

を行うべきである。有害動植物無発生地域の宣言地域が確立された場合、該当する地域の病害虫

無発生の宣言に加えてセクション 2.2、2.3 に掲げる要件を満たすべきである。この宣言を行う前

に、PFA（セクション３を参照）を維持するためのすべての内部管理手続と 植物検疫 措置が整備

されるべきである。 
 
【理由】 

セクション 2.4 の内容は、対象地域における pest freedom の宣言について記載しているためタ

イトルを修正。prospective PFA が何を指すか分かりづらいため、target area に修正。 
pest freedom の宣言をするだけで、その地域を PFA として設置したと誤解されることを避ける

ため、「PFA として設置される場合は、pest freedom を宣言することに加えて、セクション 2.2
「PFA の設置」および 2.3「PFA の維持」の要件を満たす必要がある」旨を追加。 
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3．PFA の維持（パラ 99 - 100） 
【該当箇所】 

[99] 3.1 Legal framework 

[100] The pest should be regulated in such a way that it may not be brought into the PFA through 
movement of regulated articles (see section 2.2). Where appropriate, buffer zones may be 
established with rules for intensified surveys to ensure early detection of natural spread of the 
pest into the vicinity of the PFA. The phytosanitary measures should also allow trace-back of 
regulated articles introduced into the PFA or moving within the PFA, so that the appropriate 
corrective actions can be taken in a timely manner. 

[101] Pest detections in the PFA should be immediately notified to the NPPO (or other competent 
authority delegated by the NPPO). 

（仮和訳） 

[99]3.1 法的枠組み 

[100] 規制品目の移動によって有害動植物が PFA に持ち込まれないような方法で規制すべきであ

る（セクション 2.2 参照）。適切な場合、PFA の近くへの有害動植物の自然分散の早期発見を確

保するために、強化された調査規則と共に緩衝地帯を設定することができる。 植物検疫措置はま

た、適切な是正措置を時宜に応じて行えるように、PFA に持ち込まれた、又は PFA 内を移動する

規制品目をトレースバックできるようにするべきである。 

[101]PFA 内での有害動植物の発見は、直ちに NPPO（又は NPPO に委任された権限のある当局）に

通報されるべきである。 

 
【コメント案】 

本章のタイトルは（PFA 維持のための）法的枠組であるが、記載されている内容（規制品目の

移動制限、早期発見調査、規制品目の追跡、発見時の通報等）とタイトルとの関係が不明確で

あるため、タイトルを変更する又はタイトルと記載内容の関係性が分かるよう明確化すべき。 
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3.3 データ収集と記録管理（パラ 107-108） → 5. 文書化と記録管理（パラ 130） 
 
【修正案】 
[107] 3.3 Data collection and record keeping 
[108] The data from the surveillance (e.g. time of surveillance, number and type of plants 
inspected, number of samples taken for inspection, number of samples taken for laboratory 
analysis, analytical methods used, results of the analysis) should be stored and kept available 
for a sufficient time to ensure the possibility of trace-back and verification. 
 
（仮和訳） 
[107]3.3 データ収集と記録管理 
[108] サーベイランスからのデータ（例えば、サーベイランスの時間、検査した植物の数と種類、

検査のために取られたサンプルの数、室内分析のために取られたサンプルの数、使用された

分析方法、分析の結果）を保存し、トレースバックと検証の可能性を確保するために十分な

期間の間、利用できるようにしておくべきである。 
 
 
[130] 5. Data collection, documentation Documentation and record keeping   
 
[新] The data from the surveillance (e.g. time of surveillance, number and type of plants 

inspected, number of samples taken for inspection, number of samples taken for laboratory 
analysis, analytical methods used, results of the analysis) to establish and maintain a PFA 
should be stored and kept available for a sufficient time to ensure the possibility of 
trace-back and verification. 

 
【理由】 

〔理由〕3.3 の「データ収集及び記録保持」は、セクション 3「PFA の維持」に含まれている

が、PFA の維持だけでなく、PFA の設置にも必要な項目である。ついては両方をカバーするセ

クション 5「文書化及び記録保持」のパラ 130 の後に移動し、セクション５のタイトルに「デ

ータ収集」を追加する。 
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3.5.3 防除措置の実施（パラ 121） 
 
【修正案】 
[121] Measures to eradicate the pest should be implemented. This may include destruction of 
infested and possibly infested plants and plant products treatment and/or control measures 
specified in ISPM 9 (Guidelines for pest eradication programmes). 
 
（仮和訳） 
[121] 害虫を根絶するための措置を実施すべきである。 これには、寄生されている、又は寄生

されている可能性のある植物及び植物生産物の廃棄 ISPM9に掲げられる処理かつ又は防除措置

が含まれる場合がある。 
 
【理由】 

根絶のための措置は、植物及び植物生産物の廃棄だけでなく、ISPM 9「根絶プログラムのガ

イドライン」 3.2.3 “Treatment and/or control measures”に記載する様々な措置を含むため。 
 

（参考：ISPM 9「根絶プログラムのガイドライン」抜粋） 
3.2.3 Treatment and/or control measures 
Measures to eradicate pests may include: 

- host destruction 
- disinfestation of equipment and facilities 
- chemical or biopesticide treatment 
- soil sterilants 
- leaving land fallow 
- host-free periods 
- the use of cultivars that suppress or eliminate pest populations 
- restriction of subsequent cropping 
- trapping, lures or other physical control methods 
- inundative release of biological control agents 
- use of sterile insect technique 
- processing or consumption of infested crop. 
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4. 検証と定期的な見直し（パラ 126-127） 
 
【修正案】 
[126] 4. Verification that pest freedom has been attained or maintained and regular review 
[127] Normally, pest freedom is attained or maintained based on verification from specific 
surveillance. Once the PFA is established, a regular review of the performance of the PFA 
maintenance programme should be carried out. This review should allow the NPPO to find and 
correct deficiencies, incorporate any new and relevant information on the pest or associated 
pathways, and adjust and improve the management maintenance programmes accordingly. 
 
 
（仮和訳） 
[126]  4. 病害虫無発生の達成または維持の 検証と定期的な見直し 
[127] 通常、病害虫無発生の達成又は維持は特定サーベイランスの検証に基づいて行われる。

PFA が設定されたらならば、PFA 維持プログラムの効果について定期的な見直しを行うべきで

ある。この見直しにより、NPPO は欠陥を見つけて修正し、有害動植物又は関連する経路に関

する新しい関連情報を組み込み、それに応じて管理プログラムの調整及び改善ができるように

すべきである。 
 
【理由】 

PFA の設置及び維持の要件のひとつとして、パラ 55 に「verification that pest freedom has 
been attained」と記載されているが、本 ISPM においてこの verification（検証）に関する記載

がない。このため、本セクションのタイトルを「verification that pest freedom has been attained 
or maintained」とした上で、本文において「通常、特定サーベイランスによる検証（verification）
に基づき、pest freedom が達成又は維持される。」旨を追記する。 
「management programmes」が何を示すのか不明確なため、maintenance programmes に修正。, 
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6. 通告と利害関係者の関与（パラ 132 - 136） 
【修正案】 
[132]6. Communication and stakeholder engagement 
 
[新] Individuals, groups or organizations other than the NPPO of the country in which the PFA 
is situated can also affect, or be affected, by the actions of the NPPO. The NPPO should 
establish partnerships with stakeholders, which may include seeking contributions of 
resources. 

 
[133] To ensure transparency, information about the establishment of the PFA should be 
communicated to the other NPPOs of importing countries as part of the evidence provided to 
support the claim that the area is free from the pest. Information about the methodology, results 
of surveys and pest diagnostics, and other relevant information supporting the claim of pest 
freedom, should be made available on request to interested stakeholders and other NPPOs. 
 
[134] Information about the maintenance of the PFA status should be made available on request 
to the NPPOs of importing counties. Maps and information about the measures applied to 
maintain the PFA status should be communicated to producers and stakeholders (e.g. 
producers). Information about outbreaks of the pest, corrective actions, suspension, 
reinstatement or withdrawal of the PFA should also be communicated to relevant stakeholders 
and contracting parties other NPPOs. If the PFA is used as a risk management option for plants, 
plant products and other regulated articles exported from the PFA, information about the 
maintenance of the PFA status should be made available on request to the NPPOs of importing 
counties. 
 
[135] Individuals, groups or organizations other than the NPPO of the country in which the PFA 
is situated can also affect, or be affected, by the actions of the NPPO. The NPPO should 
establish partnerships with stakeholders, which may include seeking contributions of resources. 
 
[136] NPPOs National plant protection organizations are encouraged to raise public awareness 
about PFAs in their territory, including the framework for reporting sightings of the pest, the 
phytosanitary measures established to maintain the PFAs, and the importance of maintaining 
the PFA status, to achieve the support of the community. 
 
（仮和訳） 
[132] 6. 通告と利害関係者の関与 
 
[新]] PFA が所在する国の個人、集団、組織が NPPO の行動によって影響を受ける場合がある。

NPPO は資材に関係するものを含む利害関係者とのパートナーシップを確立すべきである。 
 
[133] 透明性を確保するため、PFA の設定に関する情報は、その地域に対象有害動植物は発生し

ていないという主張を裏付けるために提供される証拠の一部として、輸入国の その他の NPPO に

通告するべきである。調査及び有害動植物診断の方法及び結果に関する情報、並びに有害動植物

の無発生の主張を裏付けるその他の関連情報は、関係する利害関係者と その他の NPPO への要求

に応じて閲覧可能とするべきである。 
 



 - 12 - 

[134] 輸入国の NPPO の要求に応じて PFA ステータスの維持に関する情報を提供するべきであ

る。PFA ステータスを維持するために適用される対策に関する地図と情報を 生産者と 利害関係

者に伝えるべきである。病害虫の 突発的発生に関する情報 、是正措置、抑圧、復帰、PFA の撤

廃 を関連する利害関係者及び 締約国 その他の NPPOにも伝えるべきである。PFA を PFA から輸

出される植物、植物生産物、その他の規制品へのリスク管理措置として利用する場合、輸入国

NPPO の要請に応じて、PFA のステータスの維持に関する情報を利用可能にすべきである 。 
 
[135] PFA が所在する国の NPPO 以外の個人、団体、又は機関も、NPPO の行動に影響を与える、

又は影響を受ける可能性がある。NPPO は、資源の提供を求めることも含め、利害関係者とのパ

ートナーシップを確立するべきである。 
 
[136] 国家植物防疫機関 NPPO は、コミュニティの支援を達成するために、有害動植物の目撃を

報告する枠組み、確立された 植物検疫 措置、PFA ステータスを維持することの重要性など、そ

の地域の PFA に関して啓発することが奨励される。 
 
【理由】 
（セクション６の全体構成） 

セクション６のコミュニケーションの内容が、 パラ 133 は PFA 設置の際の内容、 パラ 134、 
パラ 136 は PFA 維持の際の内容、 パラ 135 は PFA の設置・維持に共通の内容であるため、

まずは共通の内容のパラ 135 を一番初め（パラ 132 の後）に移動する。 
 
（パラ 133） 
Pest free status の情報は、輸入国だけでなくその他の国にも有益な情報であるため、他の

NPPOs に修正。２行目は、PFA を設置した国が他国に対して情報提供を行うべき内容であるた

め interested stakeholders（利害関係者）を削除する。 
 
（パラ 134） 

PFA の利用目的に関わらず、PFA の維持に必要な内容を最初に記述し、一行目の輸出目的の

PFA の維持に必要な内容は同パラの末尾に移動する。 
利害関係者や他国に情報提供する内容として、Outbreak だけではなく、corrective actions、

suspension, reinstatement or withdrawal の情報も重要な情報であるため追加する。 
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２ ISPM５「植物検疫用語集」の改正 

 
 
（積荷の）同一性：Identity(of a consignment) （パラ 42、43） 
 
【修正案】 
[42] identity (of a consignment) 
[43] The components of a consignment as covered by its phytosanitary certificate and 
described in the any sections of the phytosanitary certificate. “name of produce and quantity 
declared”, “botanical name of plants” and “place of origin”. 
 
（仮和訳） 
[42] （積荷の）同一性 
[43] 植物検疫証明書で扱われており、「生産物の名称及び申告された数量」、「植物の学名」及

び「原産地」の 植物検疫証明書のあらゆる セクションに記載されている積荷の構成要素 
 
【理由】 

Identity は、病害虫リスクに関わらず植物検疫証明書（PC）に記載している積荷と同一である

状態であると考える。このため、PC の様式内の「生産物の名称及び申告された数量」、「植物

の学名」及び「原産地」に限定するのは適当ではない。例えば、PC の様式内の他の項目「検疫

証明書番号」、「こん包の数および明細」、「識別番号」、「輸出者の住所及び氏名」、「申

告された荷受人の住所及び氏名」等も積荷を同一と特定する上で重要な場合がある。 
このため、植物検疫証明書のあらゆるセクションに記載されている積荷の構成要素に修正。 

 
（参考：ISPM における記載例） 
ISPM23 “Guidelines for inspection” 

2.2 Verification of consignment identity and integrity 
 

 
 
Specific surveillance：特定サーベイランス（パラ 67-68） 
【修正案】 
[67] specific surveillance  
[68] An official process whereby information on pests in an area is obtained through surveys 
detection survey, delimiting survey an monitoring survey, or any combination thereof. 
 
（仮和訳） 
[67] 特定サーベイランス 
[68] ある地域の有害動植物に関する情報が 調査 発見調査、範囲確定調査及びモニタリング調査、

またはこれらを組み合わせた調査 を通じて得られる公的なプロセス 
 
【理由】 

現行案では Survey と specific surveillance の違いが曖昧。ISPM 6 2.2 (Specific surveillance)に
記載のとおり、Specific surveillance の特徴は、detection survey、delimiting survey, monitoring 
survey の３種類を利用することであり、これを明示した方が Specific surveillance をより理解し
やすい。 

 
（参考：ISPM 6 「サーベイランス」抜粋） 
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2.2 Specific surveillance 
Three types of surveys may be utilized by NPPOs depending on the objectives of the 
specific 
surveillance programme: 
- detection survey: conducted in an area to determine if pests are present (or absent) 
- delimiting survey: conducted to establish the boundaries of an area considered to be 

infested by or free from a pest 
- monitoring survey: ongoing survey to verify the characteristics of a pest population. 

 
 
 
Germplasm：生殖質（パラ 123-124） 
 
【修正案】 
[123] Germplasm 
[124] Plants for planting intended for use in breeding or conservation programmes 
 
（仮和訳） 
[123] 生殖質 
[124] 繁殖又は保護プログラムでの使用を目的とした栽培用植物 
 
【理由】 

Germplasm の定義は、以下の理由より削除することを提案する。 

１．現在、植物遺伝子資源の分野において、Germplasm という用語は広く使用されていない。 

２．FAO の「International code of conduct for plant germplasm collecting and transfer (FAO, 

1993)」で Plant germplasm は「the reproductive or vegetative material of plants」と定

義づけられており、ISPM で別途定義づける必要性はない。 

３.既存の ISPM において、germplasm が使用されているのは ISPM5 の plants、ISPM38 1.3.2の２

か所のみ。いずれも plants の例示として seeds とともに記載されているが、必ずしも germplasm

と明記しなくても問題は生じないと考える。 
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３ ISPM18「植物検疫措置としての放射線照射の使用のための指針」の改正 

 
2. 放射線照射の適用（パラ 76） 
 
【修正案】 
[76] Treated commodities should be certified and released only after dosimetry measurements 
confirm that Dmin was equal to, or above, the required phytosanitary treatment dose and 
therefore that the dose requirement has been met throughout the process load. Where a pest 
species requiring a higher dose is found upon inspection and that dose requirement has not 
been met, If consignments may be are re-treated, provided the maximum absorbed dose 
(Dmax) total from all treatments is should be within the limits allowed by the importing country.  
 
（仮和訳） 
[76] 処理済の物品は、線量測定で Dmin が必要な植物検疫処理線量以上であり、したがって処理

載荷全体で線量要件が満たされていることを確認した後にのみ、証明及び引渡しをすべきであ

る。検査時に高用量を必要とする有害動植物が発見され、用量要件が満たされていない場合、

すべての処理の最大吸収線量（Dmax）の合計が輸入国によって許可された範囲内であれば、積

荷を再処理できる。 
 
【理由】 

検査で処理線量が対象病害虫よりも高いことが判明している病害虫が発見された場合に、そ

の対応として再処理が適当かどうかは疑問。また、本文の内容は、再処理を実施する場合の要

件であるため、特定の実施理由に限定する必要はないと考える。 
 

 
 
7. 検査（パラ 153） 
 
【該当箇所】 
[153] Live target pests may be found after treatment, but this should not result in the refusal to 
issue a phytosanitary certificate. Where mortality is the required response, live target-pests may 
be found during the period immediately following the irradiation; in such cases, phytosanitary 
certification should be based on the confirmation from audit checks that mortality is attained for 
the specific commodity and treatment conditions concerned. Where mortality is not the required 
response, it is more likely that live target pests may persist in the treated consignment; in such 
cases, phytosanitary certification should be based on confirmation from the normal validation 
programme that the required response is achieved for the specific commodity and treatment 
conditions concerned. 
 
（仮和訳） 
[153] 処理後に生存している対象有害動植物が見つかる場合があるが、これによって植物検疫証

明書の発給の拒否があってはならない。死亡が要求されるレスポンスである場合は、放射線照射

直後の期間に生存している対象有害動植物が見つかる場合がある。そのような場合、植物検疫証

明書は、特定の物品及び関連する処理条件で死亡が達成されていることを監査チェックにこの確

認に基づくべきである。死亡が要求されるレスポンスではない場合、生存している対象有害動植

物が処理済の積荷の中に生き残っている可能性が高く、そのような場合、植物検疫認証は、要求

されるレスポンスが特定の物品及び該当する処理条件について達成されていることを通常の検
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証プログラムによる確認に基づくべきである。 
 
【コメント案】 

実際各国が使用する放射線照射処理のレスポンスとして、殺虫（mortality）を求めている処理

基準があるか確認したい（ISPM28 付属書においてはない）。ないのであれば「死亡が要求される

レスポンスである場合は」の記載は不要と考える。仮にある場合も、生きている病害虫が発見さ

れた場合の対応としての「audit checks」とはどのようなものか具体的に説明する必要があると

考える。 
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４ ISPM20「植物防疫輸入規制制度のための指針」付属書「個別の輸入許可の利用」 

 
 
冒頭部分（パラ 25） 
 
【修正案】 
[25] For some specific regulated articles, phytosanitary import requirements have not been 
established or their imports are prohibited. In those cases, Specific specific import authorizations 
(SIAs) as referred to in this standard (section 4.2.2) may provide official consent for the import of 
these specific regulated articles for the purpose of the cases of SIAs in Section 4.2.2 of this 
standard and specify phytosanitary import requirements for those articles. Specific import 
authorizations may be used when official consent for import is necessary , or when 
phytosanitary import requirements have not been established, or when import would otherwise 
be prohibited. Specific import authorizations may be used to specify phytosanitary import 
requirements, but the authorizations do not replace the obligation of the national plant protection 
organization (NPPO) of the importing country to communicate the phytosanitary import 
requirements to the NPPO of the exporting country. 
 
（仮和訳） 
 [25] 特定の規制品は植物検疫輸入要件が確立されていないか、禁止されている場合がある。こ

れらの場合、この基準（セクション 4.2.2）の 個別の輸入許可（Specific import authorization：
SIA）では、これらの 個別の規制対象品の この基準のセクション 4.2.2 に規定される目的の場合

での 輸入についての公的な同意が示されており、それらの物品の植物検疫輸入要件が定められ

ている。SIA は、輸入に関する公的な同意が必要な場合、植物検疫輸入要件が定められていない

場合、又はその他の方法で輸入が禁止される場合に利用することができる。SIA は、植物検疫輸

入要件を輸出国の NPPO に通知するという輸入国の NPPO による義務に取って代わるものでは

ない。 
 
【理由】 

Specific import authorization (SIA)の範囲を明確にするため修正文を提案する。 

２文目の内容は不明確な部分があるため、その一部を１文目に移動し、１文目で品目によっ

ては「植物検疫輸入要件が定められていない場合」又は「輸入が禁止される場合」があること、

２文目でそれらの場合に「輸入に関する公的な同意を行うことがある」旨を明確化する。 

また、SIA を利用する目的は ISPM 20 の Section 4.2.2 に記載していることを明確化。 
 

（参考：ISPM20 の Section 4.2.2 Import authorization 抜粋） 
Specific import authorization  
Specific import authorizations, e.g. in the form of a licence or permit, may be required where 
official consent for import is necessary. These may be required for individual consignments or a 
series of consignments of a particular origin. Cases where this type of authorization may be 
required include:  
- emergency or exceptional imports  

- imports with specific, individual phytosanitary import requirements such as those with 
post-entry quarantine requirements or designated end use or research purposes  

- imports where the NPPO requires the ability to trace the material over a period of time after 
entry.  
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2.3 含まれる可能性のある追加情報（パラ 46） 
 
【修正案】 
[46] whether the authorization is for a single or multiple individual or series of consignments;  
 
（仮和訳） 
[46] 許可が 単一又は複数 別個または一連 の積荷に対するものであるかどうか 
 
【理由】 

パラ 26 に They may be issued for individual consignments or a series of consignments.とあ

る。混乱を避けるため、パラ 26 と記載振りを統一することを提案する。 
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3. 個別の輸入許可の考えられる使用（パラ 53 - 63） 

【修正案】 
[53] 3. Possible uses of specific import authorizations 
[54] The following examples of purposes, articles and situations related to import indicate where 
use of SIAs may be appropriate:  
- [55] research and scientific purposes; 
- [56] exhibition purposes; 
- [57] educational purposes; 
- [58] religious or cultural purposes (e.g. religious festivals, ancestral customs); 
- [59] articles for which the NPPO of the importing country requires the ability to trace and 

manage over a period of time after entry (e.g. articles subject to post-entry quarantine or 
processing); 

- [60] emergency situations; 
- [61] biological control agents and other beneficial organisms; 
- [62] situations where general import authorizations have not been developed; 
- [63] situations where it is not possible to develop general phytosanitary import requirements 

that can manage the relevant pest risk. 
- [新] Evidences for criminal investigation 
 
（仮和訳） 

3. 個別の輸入許可の考えられる使用 

[54] 以下の輸入に関連する目的、事項及び状況の例は、SIA の利用が適切となる場合を示す。 

- [55] 研究及び科学的目的 
- [56] 展示目的 
- [57] 教育目的 
- [58] 宗教又は文化目的（例えば、宗教祭、先祖代々の風習） 
- [59] 輸入国の NPPO が、搬入後の一定期間にわたって追跡及び管理する能力を必要とする

品目（例えば、隔離検疫又は処理の対象となる品目） 
- [60] 緊急事態 
- [61] 生物的防除資材 及びその他の有用生物 
- [62] 一般的な輸入許可が設置されていない状況 
- [63] 関係する有害動植物リスクを管理できる一般的な植物検疫輸入要件を策定することが

不可能な状況 
- [新] 犯罪捜査のための証拠物 
 
【理由】 

SIA の使用が可能な場合の輸入事例として、実際の事例を踏まえて、犯罪捜査のための証拠物

について追加。 
 
【全体コメント案】 

SIA の使用が可能な事例として、パラ 55～63 まで列挙されているが、主要な事例としては、①

パラ 59 輸入後の追跡及び管理が必要な場合、②パラ 62 一般的な輸入許可が設置されていない

場合、③ パラ 63 のリスクを管理できる一般的な輸入要件を設定することが不可能な場合、の３
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項目と考える。その他の項目（パラ 55、56、57、58、60、61、追加項目）については、3 項目と

並列で記載するのではなく、具体例として別に提示する方が適当と考える。パラ 59、62 及び 63
は概念的な事例を例示しており、その他は具体的な目的・品目を例示しており、後者は前者の一

構成要素として重複する記載となっているため。 
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５ ISPM 27「規制有害動植物診断プロトコル」付属書案「カンキツグリーニング病」 

 
３ 検出（パラ 105、パラ 147、パラ 197、パラ 243） 
 
 
【修正案】 
 
3.4.3.1 Jagoueix et al. (1996)のプライマーを用いたコンベンショナル PCR（パラ 105） 
 
[105] Although Jagoueix et al. (1996) determined that the primer pair OI1/OI2c detects 
‘Ca. L. asiaticus’ and ‘Ca. L. africanus’, this primer pair does not detect ‘Ca. L. americanus’ (Li, 
Hartung and Levy, 2007). No amplification was obtained when this primer pair was tested on  
Acinetobacter lwoffi, Agrobacterium tumefaciens, Citrus tristeza virus, Escherichia coli, 
‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ (lime witches broom phytoplasma), ‘Candidatus 
Phytoplasma solani’ (stolbur phytoplasma), Spiroplasma citri, Xanthomonas campestris, and 
Xylella fastidiosa. 
 
（仮和訳） 
[105] Jagoueix et al. (1996)はプライマーOI1/OI2c は ‘Ca. L. asiaticus’ 及び ‘Ca. L. africanus’を
検出し、Ca. L. americanus (Li, Hartung and Levy, 2007)は検出しないことを決定した。 本プラ

イマーを Acinetobacter lwoffi, Agrobacterium tumefaciens, Citrus tristeza virus, Escherichia coli, 
‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ (lime witches broom phytoplasma), ‘Candidatus 
Phytoplasma solani’ (stolbur phytoplasma), Spiroplasma citri, Xanthomonas campestris, Xylella 
fastidiosa に対して用いた結果、増幅は得られなかった。 
 
 
3.4.3.2 Hocquellet et al. (1999)のプライマーを用いたコンベンション PCR（パラ 147）、 
3.4.3.3 Teixeira et al. (2005b) のプライマーを用いたコンベンション PCR（パラ 197）、 
3.4.4.1 Li et al. (2006)のプライマー及びプローブを用いたリアルタイム PCR（パラ 243） 
についても同様の文章を削除する。 
 
【理由】 

本プロトコルで対象としている細菌を特異的に検出する検定法であれば、他の特定の病菌は検

出しない旨をあえて記載する必要はないと考える。また、不要な誤解を生じる（ここに記載され

ていないその他の病菌については検出する可能性もあるようにも読める）可能性があり、簡潔な

記載が望ましいと考える。 
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６ ISPM28「規制有害動植物に対する植物検疫処理」付属書「ビーズレイコナカイガラム

シに対する放射線照射処理」 
 
コメントなし 
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