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資料３

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

輸出国における輸入国による荷口のコンプライアンスの確認のための取決め（ISPM20付録）

全体意見

【コメント案】

This draft appendix should be referred to in the exsisting ISPM20 for clarity and referencing
since there is no reference of the draft appendix in the exsisting ISPM20.
（仮和訳）

ISPM20 には本付録案について引用されていないので、明確化、関係付けのため、既存の ISPM20 本
文の中に本付録案が引用されるべきである。

【理由】ISPM20（植物防疫輸入規制制度のための指針）の本文中で、どのセクションが本付録
案を引用しているか不明確であるため。

【第１回国内連絡会における委員コメント】

本付録が対象とする範囲が明確でなく、ISPM20 の本文と本付録案の関係を明確にすべき。

前文（パラ 6）

【コメント案】下線部の追加

（原文）

[6] The national plant protection organization(NPPO) of the importing country usually verifies
compliance of consignments with phytosanitary import requirements on entry to the importing
country. However, to prevent the introduction of regulated pests as well as to facilitate trade
logistics and release a consignment at destination, contracting parties may in some cases
bilaterally negotiate an arrangement that allows some verification procedures to be performed
by the NPPO of the importing country in the exporting country.

（仮和訳）

[6] 輸入国の国家植物防疫機関（NPPO）は通常、輸入時に荷口が植物検疫輸入要件を遵守されているか
を確認する。しかしながら、貿易物流や仕向地での荷口の引渡しの円滑化及び、病害虫の侵入防止の

ため、加盟国は輸入国 NPPOが行う確認手続を輸出国において実施することを認めるための二国間取
決めを結ぶ場合もありうる。

【理由】輸出国での荷口のコンプライアンス確認は貿易の促進のためだけでなく、病害虫の侵入

防止のためにも実施されることもあるため、ISPM20 本文の目的にある「規制有害動植物
の侵入防止」を追加する。

【第１回国内連絡会における委員コメント】

ISPM20 は病害虫の侵入防止を目的とする輸入規制について規定しているにも関わらず、
本付録案は貿易に関係する事項に偏重した目的となっている。
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取決めの開始（パラ 13）

【コメント案】

（原文）

[13] An arrangement may be initiated by the NPPO of the exporting country or it may be
proposed by the NPPO of the importing country. In all cases, the arrangement should be
agreed on by both NPPOs. An arrangement should not be established as a condition to allow
trade .

（仮和訳）

[13] 取決めは輸出国 NPPO 又は輸入国 NPPO から提案される。いずれの場合においても取決めは、双方
の NPPOによる合意がされなければならない。貿易を認める条件として取決めが策定されてはならない。

【理由】輸出国で行われる輸入検疫措置が適切に実施されているか、輸入国 NPPO が輸出国で確
認することを前提として二国間合意がなされ輸入が開始される場合があるため。
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取決め策定の基準（パラ 17）

【コメント案】

（原文）

[15] The establishment of an arrangement may be an option to deal with situations such as the
following typical ones:

[16] to facilitate trade logistics
[17] to avoid hindering trade of a commodity after numerous instances of detection of regulated

pests
[18] to ensure that the phytosanitary measures are properly implemented and the import

requirements are fully met by the exporting country
[1819] when measures associated with the refusal of a consignment at the point of entry (e.g.

destruction, re-export, return to origin) are costly or difficult to apply
[1920] when inspection at the point of entry adversely affects commercial packaging (e.g. the

commodity is individually wrapped and destructive sampling is required) or commodity
quality (e.g. the commodity is perishable)

[2021] when infrastructure is present in the exporting country to re-condition non-compliant
consignments (e.g. cleaning).

（仮和訳）

[15] 取決めの締結は、次の典型的な状況を扱うオプションとなりうる。

[16] 貿易物流を円滑すること。

[17] 規制有害動植物の発見が多発した後、物品貿易の阻害を避けること。

[18] 輸出国による植物検疫措置が適切に実施され、輸入要件を確実に満たされることを確保するため

[1819] 搬入地点での積荷の拒否に関わる措置（例えば、廃棄、再輸出、返送）が、適用の費用が高いか

困難であるとき。

[1920] 搬入地点での検査が、商用こん包（例えば、物品が個別に包装されているとき、及び破壊的サン

プリングが必要なとき）、又は物品の品質（例えば、物品が変敗しやすいとき）に悪影響を及ぼす場

合。

[2021] 輸出国内に不適合の積荷を再調整する（例えば清掃）施設が存在する場合。

【理由】輸出国における輸入国による荷口のコンプライアンス確認は、貿易円滑化の観点だけで

なく、病害虫の侵入・まん延防止の観点からも有用であり、検疫要件が輸出国において確実

に満たされることを確保するため、輸入時の検査だけでは不十分な場合にも利用できるよう

にすることが適当であるため。
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取決めの要件（パラ 24）

【コメント案】

（原文）

[24] When an arrangement is in place, minimal or no procedures should be carried out upon
entry of the consignment in the importing country to verify compliance with phytosanitary
import requirements. Procedures in the importing country may include:
・Checks of consignment document and identity
・Inspecion of consignments where packaging has been compromised and the consignment

phytosanitary integrity may have been compromised
・Inspection of consignment for those regulated pests that are not subjected to verification of

compliance of consignments by importing country in the exporting country.
（仮和訳）

[24] 取決めがある場合、輸入国での積荷の入国に際し、植物検疫輸入要件へのコンプライアンスを確認
するために、最小限の手続が実施されるか、手続が実施されない。輸入国での手続は、以下を含むこ

とが出来る。

・荷口に関する書類や同一性の確認

・こん包が傷んだり、荷口の植物検疫上の完全な状態が損なわれたりする場合の荷口の検査

・輸出国での輸入国によるコンプライアンス確認の対象でない規制有害動植物のための荷口の検査

【理由】書類や荷口の確認等の最小限の検査など輸入時において必要な確認事項もあるため。
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① 誘電加熱処理の条件の一部改正
コメントなし

② フッ化スルフリルくん蒸の追加

くん蒸の要件（パラ 73）

【コメント案】[パラ 72の後に新パラを追加]
In circumstances when the minimum final concentration is not achieved after treatment, a

deviation in the concentration of 5% is permitted provided additional treatment time is added
to the end of the treatment to achieve the prescribed CT.

（仮和訳）

処理後に最終最低濃度が達成されなかった場合、濃度で 5％までの逸脱は、規定された CT 値を達成
するため、処理の最後に処理時間を追加することを条件として、認められる。

【理由】既存の臭化メチルくん蒸と同様に、規定の処理時間の終了時に最終濃度に達しなかった

場合においても、くん蒸時間の延長によって規定の CT 値が確保される場合の条件を設定
すべきであるため。

【参考】ISPM15（臭化メチルの処理時間の延長）
24 時間後に最終最低濃度が達成されなかった場合、濃度で 5％までの逸脱は、規定

された CT値を達成するため、処理の最後に処理時間を追加することを条件に認められる。

くん蒸の要件（パラ 84）

【コメント案】

（原文）

[84] For the purpose of auditing, the treatment provider keeps records of sulphuryl fluoride
treatments and calibrations for a period of time determined and as required specified by the
NPPO.

Temperature and gas concentration sensors and data recording equipment are calibrated
in accordance with the manufacturer’s instructions at a frequency specified by the NPPO.

（仮和訳）

[84] 監査のため、処理実施者はフッ化スルフリル処理及び校正の記録を、NPPO によって決定され、指

定された要求される期間保持すること。

温度及びガス濃度センサー並びにデータ記録用の機器は、NPPO が指定した頻度で製造者の取扱説

明書に従って較正されること。

【理由】ISPM15 で規定されている臭化メチルの処理要件（較正記録の保存、機器の較正）と同
様に規定することが妥当であるため。
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① 剥皮木材の誘電加熱処理（2007-114）
コメントなし

② 昆虫に対する剥皮された木材のフッ化スルフリルくん蒸（2007-101A）
コメントなし

③ 線虫及び昆虫に対する剥皮された木材のフッ化スルフリルくん蒸(2007-101B)
コメントなし

④ クインスランドミバエに対するマンゴウの蒸熱処理（2010-107）

全体意見及び（パラ 10）

【コメント案】

This treatment schedule can be applied not for all variety of mango but for only the varieties
of "Kensignton Pride", "R2E2", "Kent" "Palmer" and "Keitt".

（仮和訳）

本処理基準は、全てのマンゴウの品種でなく、ケンシントンプライド、R2E2、ケント、パルマー及び
ケイトにのみに利用されるものとされるべき。

（原文）

[10] Target regulated articles Fruit of Mangifera indica var. Kensington Pride, R2E2, Kent,
Palmer and Keitt
（仮和訳）

[10]対象規制品目はマンゴウのケンシントンプライド、R2E2、ケント、パルマー及びケイト

【理由】

提案された処理基準は、5 品種のマンゴウのみについて、殺虫効果が確認されており、その他
の品種についての効果は示されていないことから、対象植物を 5 品種のマンゴウに限定した基準
とすべき。

これまでの研究（吉永（2009）、大村（2014））で、品種の違いに由来するマンゴウのサイズや
形の違いが殺虫率に影響する可能性が報告されている。このため、マンゴウの品目レベルの処理

基準の策定には、サイズや形の違いと殺虫効果の関係について、データの解析等を行い科学的知

見が蓄積される必要がある。

【第１回国内連絡会における委員コメント】

日本はマンゴウの二国間の輸入解禁品種を限定していることを考慮すること。
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処理スケジュール（パラ 15）、（パラ 16）

【コメント案】

（原文）

[15] for at least two hours144minutes and until mean fruit core temperature reaches 47 ° C
[16] followed by 15 minutes at a minimum of 95% relative humidity in an air temperature of

48 ° C, and with mean fruit pulp core temperature at a minimum of 47 ° C.
（仮和訳）

[15]果実中心部の平均温度が 47℃に達するまで最短 2時間 144分間処理すること。
[16]その後、最低相対湿度 95%、庫内温度 48 ℃及び最低果肉果実中心温度の平均が 47 ℃の状態を 15 分
続けること。

【理由】

・処理時間について、根拠論文に基づき、144分間とすべきであるため。
・果実中心温度について、平均温度で設定すると、平均温度より低い果実は規定温度に達しな

い場合があり、結果として処理が失敗する可能性があるため。

・温度測定部位については、処理を行う果実の最も温度の上昇が遅い中心とすべきである。

【第１回国内連絡会における委員コメント】

果実中心温度が平均値で設定されると、温度の低い果実に生存虫が残る可能性がある。


