
  
     

植物検疫措置に関する国際基準（ISPM)案 
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電子植物検疫証明 

（ISPM No.12の付録） 

農林水産省  



植物検疫証明書とは？ 

2 

植物検疫証明書 

（ Phytosanitary Certificate ） 

輸出国における検査の結果、検疫
有害動植物等が付着していない等、
輸入国の輸入植物検疫要件を満
たしていることを記載した証明書 

様式は、国際植物防疫条約（IPPC)で
規定 



電子植物検疫証明とは？ 
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ISPM No.12『植物検疫証明書に関する指針』 本文 

 紙の植物検疫証明書と同等 

電子媒体で輸出国の植物防疫機関から輸入国の
植物防疫機関に送信（FaxやE-mail等の手段ではない） 

直接輸入国の植物防疫機関が入手できる 

標準化された言語、メッセージ構造及び交換方式を
用いて利用 
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輸出国植物防疫機関 輸入国植物防疫機関 

輸出者 輸入者 

電子植物検疫証明とは？ 

情報の伝送 

 



基準を作成する背景 

5 

 

 

   

 
 

 
 

オランダ 

中国 

オーストラリア 
ニュージーランド 

アメリカ 

カナダ 

電子検疫証明は二国間ベースで多数開発・実施 

 SANCRT（オーストラリア）、e-cert（ニュージーランド） 

 →統一された方式の導入の必要性 

電子検疫証明システムによる二国間連携 



基準を作成する目的 
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電子的な交換に関する国際的な調和 

 方式の標準化（統一） 

 コード化により言語の違いや曖昧さを除去 

 

見込まれる効果 

 開発期間・コストの削減 

 貿易手続の効率化・迅速化 

 信頼性確保 

 

 



これまでの経緯 
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 2001年４月  

 2006年４月 

 2008年２月 

 2011年４月 

 2012年５月 

IPPC総会でISPM No.12（植物検疫証明
書に関する指針）が採択 

 

専門家作業部会で原案を作成 

IPPC総会でISPM No.12の改正が決定 

IPPC総会でISPM No.12（電子植物検
疫証明の付録を除く）が採択 

基準委員会で電子植物検疫証明の
付録が各国協議案として承認 



ISPM No.12の構成 
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「植物検疫証明書に関する指針」 

植物検疫証明書及び電子証明書の作成と発給に
関するガイドラインの提供 

植物検疫証明書の各項目記入に必要な情報に関
する説明 

 - 付属書１（植物検疫証明書の様式） 

 - 付属書２（再輸出植物検疫証明書の様式） 

 - 付録１（電子証明、XML標準スキーマ及び  
        交換メカニズムに関する情報） 

 - 付録２（追記に推奨される表現） 



本付録の構成  
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１．標準化したデータ構造・処理ルールの使用 
 

２．各種要素のコード化 
 

３．交換メカニズム 
 

４．再輸出時のオリジナル植物検疫証明書の扱い 
 

５．植物検疫証明書の差替え 
 

６．荷受人の住所及び氏名が未確定の場合の扱い 
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輸出国植物防疫機関 輸入国植物防疫機関 

輸出者 輸入者 

①発行 

②PC番号を通知 

③データ伝送 

④PC番号の連絡 

⑥PCの確認 

コード化 

 ◆ 植物・病害虫(EPPO) 

 ◆ 植物分類（独自） 

 ◆ 国（ISO） 

 ◆ 輸入港（UN/LOCODE） 

 ◆ 追記（独自） 

 etc. 

⑤PC番号の連絡 

通信を暗号化 

電子植物検疫証明の流れ  

 

 
 

 

 

 



検討の視点 
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我が国が電子植物検疫証明システムを構築する
場合に問題となる事項はないか。 

電子証明のメカニズム及び電子証明書の作成要
件は適当か。 

   - 他に標準化が必要な項目はないか。 

   - コードの追加の必要はないか。 

紙の検疫証明書からの移行にあたり、問題となる
事項はないか。 

 



  
     

植物検疫措置に関する国際基準（ISPM)案 
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ミバエ（ミバエ科）の寄生に対する果
実及び野菜の寄主ステータスの決定 

 
農林水産省  
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寄主ステータスの定義 

  病害虫の寄主としての植物の状態 

  

寄主ステータスとは？ 

寄主 非寄主 

例：マンゴウ 例：ドリアン 

ミバエの寄主：野外条件で産卵し、卵は孵化して幼虫となり、 幼虫は十分な    

      栄養を摂取して蛹となり、生殖可能な成虫の羽化を可能とするもの  

  



基準を作成する背景 
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 ある植物がミバエの寄主かどうかについて、各国

の植物防疫機関間で見解が異なることがあり、植

物検疫上の問題となることがある。 

 現在、寄主ステータスを決定する地域基準はある

が、国際基準（ISPM)はない。   



これまでの経緯 

 2007月４月  

 2010年10月 

 2011年８月 

 2012年５月 

IPPC総会で本ISPMの策定が決定 

ミバエに関する技術パネルで原案を作成 

ミバエに関する技術パネルで再検討 

基準委員会で各国協議案として承認 

15 



本基準の構成 

 序論（範囲、参考文献、定義） 

 要件の概要 

 背景 

 一般要件(寄主ステータスを決定する手順及びフローチャート) 

 特定要件 

 付録（参考文献） 
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寄主ステータス  

３つの区分に定義 

 自然寄主 

 非自然寄主 

 非寄主 

自然条件下でミバエの寄生が確認されていること及び
生殖可能な成虫を産出することが確認された植物種
又は栽培品種 

ミバエの自然寄生・非自然寄生でもない植物種又は栽
培品種 

自然寄生ではないが、半自然条件下でミバエの寄生
が確認されていること及び生殖可能な成虫を産出する
ことが確認された植物種又は栽培品種   
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一般要件  

以下の手順により、寄主ステータス区分を決定する。 

１．既存文献・資料の収集    

情報が十分な場合  

情報が不十分で判断できない場合    

自然寄主又は非寄主 

２．野外で情報収集を実施    

情報が不十分で判断ができない場合    

３．半自然条件下で試験を実施 

情報が十分な場合  

２ 

３ 

・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・ 

非自然寄主 

非寄主 生活環を完結しない 

生活環を完結・生殖可能な成虫を産出  ・・・・・・ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  自然寄主又は非寄主 
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ミバエの寄主ステータス決定フローチャート 

 

  

  

 

   

 

 

 

基本的情報の収集 

幼虫及び成虫の広範囲な野外調査 

           の実施 

ほ場寄生なし 

半自然条件下での 
  試験の実施 

非寄主 

ほ場寄生あり 

果実上で生活環を 
完結する 

果実上で生活環を   
  完結しない 

非自然寄主 自然寄主 

A C B 

C3 C1 
 

C2 

C3a C3b 
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1. 寄主ステータス決定のための調査 

2. 半自然条件での試験 
  2-1 果実のサンプリング(統計解析関連事項) 

  2-2 ミバエ（供試するミバエに関連する事項） 

  2-3 果実（供試する果実に関連する事項） 

  2-4 対照（対照として使用するミバエと果実に関連する事項） 

  2-5 野外試験（試験を実施するにあたって留意する事項） 

3. 果実の保管管理 

4. データ解析・結果の解釈 

5. 記録管理  

 

特定要件 

20 

 
 

 
 



 

果実をつけたままの木を用いて野外
網室又は温室内で実施する 

果実をつけた枝をネットで覆う 

半自然条件での試験 

21 



検討の視点  

 ミバエの寄主ステータス決定要件は適切か？ 

 我が国の実施する病害虫リスク分析の手続

きや輸入禁止対象植物の指定等に影響を及

ぼすか？ 

22 



  
     

植物検疫措置に関する国際基準（ISPM)案 
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有害動植物無発生地域における突
発的発生時のミバエ検疫地域の設定 

（ISPM No.26の付属書） 

農林水産省  



有害動植物無発生地域とは？ 

24 

Ｐｅｓｔ Ｆｒｅｅ Ａｒｅａ (ＰＦＡ) 

特定の病害虫が発生していないことが科学的に証明され、
この状態が公的に維持されている地域 

 

 

 
 

 PFA 

 

 

 

輸入禁止 

輸出国での消毒処理求めず、 

輸入検査実施 

輸出国 

特定の病害虫 

発生 

輸入国 



基準を作成する背景 
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ミバエ無発生地域（FF-PFA）におけるミバエの突発的発生は、 
当該ミバエを規制有害動植物としている輸入国にリスクをもたらす 

↓ 

突発的発生があった場合の、FF-PFAにおける 
検疫地域の設定に関するガイドラインが必要 

  PFA 

 
検疫地域  

 

 

植物検疫措置を適用 

従来通りの輸入検査実施 

輸出国 輸入国 



これまでの経緯 
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 2006年３月  

 2010年３月 

 2011年８月 

 2012年５月 基準委員会で本付属書が各国協議案とし
て承認 

ミバエに関する技術パネルで原案を作成 

IPPC総会でISPM No.26（ミバエ類に関す
る有害動植物無発生地域の設定）が採択 

IPPC総会で本付属書の策定が決定 



ISPM No.26の構成 
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「ミバエに関する有害動植物無発生地域の設定」 

  序論（範囲、定義、背景） 

１ 一般要件 

 （社会認知、文書化、記録保持、監視活動） 

２ 特定要件 

 （FF-PFAの特徴付け、設定、維持及びステータスの一時停止、
復活又は損失） 

   －付属書１（是正措置計画に関する指針） 

  －付属書２（有害動植物無発生地域において突発的発生時 

       のミバエ検疫地域の設定）  

 



本付属書の構成  
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１. 検疫地域の設定 

２. 植物検疫措置 

   （生産、規制品目の移動、梱包、貯蔵、加工、 

    植物検疫処理、輸出用出荷、小売り及び商業） 

３. 文書化と記録保持 

４. FF-PFA内の検疫ステータスの廃止 

５. 参照文献及び追加リソース 
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検疫地域の確立 

発見地点を中心とする円で
囲んだ地域で、範囲はミバエ
の分散能力に基づく。 

PFAでミバエの突発的発生 

 

１．検疫地域の設定  



２．検疫地域に関連する植物検疫措置（１） 
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○検疫地域内での果実生産 

     ミバエの寄生を受けていない寄主植物や生産地がある場合は、
袋掛け、ネット掛け等の寄生に対する予防措置が必要 

○規制品目の移動 

• 検疫地域における規制品目の移動は、植物検疫上の規則
に従う   

• 規制品目は保護された状態で、必要な文書を添付して移動 

○ 梱包 

  寄生された果実からのミバエの分散・他の荷口の汚染、周辺地 

     域からの果実への寄生を避けることが必要 
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○保管 

 汚染の防止・検疫地域由来の荷口の隔離 

○加工  

• 加工施設が検疫地域内にある場合、加工施設に移動される
寄主植物を加工（ジュース、缶詰）した際にミバエに対する
寄生リスクはなくなるので、検疫措置の必要なし 

• 加工施設が検疫地域外にある場合、加工施設に移動される
寄主植物からFF-PFAにミバエが分散することを防止するた
め、検疫措置が必要 

 

 

 

２．検疫地域に関連する植物検疫措置（２） 
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○植物検疫処理 

  FF-PFAへの移動、又は輸出用に出荷する場合、低温  

   処理、熱処理等の処理が必要な場合もある 

○輸出向けの出荷 

  海空港での輸出検査は、積荷の安全性・ミバエのまん延防止  

    が確保され、輸出国の植物防疫機関が承認した施設で実施 

○小売り及び商業 

  検疫地域内で規制品目を販売する場合、ミバエが寄生するリス   

    クがあるため、陳列中及び保管中に寄生に対する予防措置が 

    必要 

２．検疫地域に関連する植物検疫措置（３） 
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３. 文書化及び記録管理 

•  検疫地域で適用された植物検疫措置は適切に文書記録 

•  定期的に見直し、必要に応じて更新 

４.  FF-PFA内の検疫ステータスの廃止 

一定期間ミバエの発見がなかった場合、根絶の宣言と同時に
検疫地域が廃止され、FF-PFAが復活 



検討の視点  
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 PFAにおいてミバエが発生した際の検疫
地域の設定条件は適当か？ 

 

 我が国における輸出入検疫に影響を及
ぼすか？ 


