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資料４ 

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 ISPM5「植物検疫用語集」の改正 

特になし。 

 

２ 切り花の国際移動 
 

 
適用範囲 

 

【コメント案】 

[40] This standard provides guidance on identification of the pest risk associated with cut flowers 

and non-woodybranches and cut foliage, for decoration or ornamentation (hereafter referred 

to as cut flowers), and on phytosanitary measures to reduce the likelihood of pests being 

moved with this commodity in international trade. 

[41] The standard does not cover dried or otherwise preserved plant parts, plants for planting, or 

processed plant material and articles manufactured from plants or plant products or Christmas 

trees (coniferous trees usually of the following genera: Abies, Pinus, Cedrus, Thuja, Picea 

and Pseudotsuga, harvested above the soil line and intended for use in decoration). 

 

（仮和訳） 

[40] この基準は、観賞用または装飾用として使用する切り花及び非木本の切り枝並びに切り葉（以下、

切り花と称する）に関連する病害虫リスクの確認に関する指針、及び、国際商取引に伴って商品に

付着した病害虫が運ばれる可能性を低減するための植物検疫措置に関する指針を提供するもので

ある。 

[41] 当該基準は、ドライフラワーやプリザーブドフラワー、栽培用植物、または植物や植物製品から

製造された加工済みの植物素材及び植物製品及びクリスマスツリー（モミ属、マツ属、ヒマラヤ

スギ属、クロベ属、トウヒ属及びトガサワラ属等の針葉樹で、地面の上で伐採され装飾用に用

いられる）を対象とするものではない。 

 

【理由】本基準の対象範囲を明確にするとともに、可能な限り ISPM5 植物検疫用語集で定義され

た用語（cut flower and branches）を使用するべきである。woody foliage（木本の切り葉）に

ついては、一般的な切り花と同様の形態で輸出入されており、対象病害虫及び検疫措置につい

ても同様であることから本基準の対象範囲に含めるべきである。但し、クリスマスツリーにつ

いては、対象病害虫や検疫措置が一般的な切り花と著しく異なるため、対象外とすべきである。 

 

（参考） 

 (1) "cut flowers and branches (as a commodity class)"の定義（ISPM5） 

    装飾に利用されるものであって栽培用ではない植物の生鮮の部分。 

 (2)クリスマスツリーに関する追加文は、クリスマスツリーを対象とし北米植物防疫機関

（NAPPO）の地域基準 No.37「クリスマスツリーのための統合的措置」の Scope から引用。 

"Christmas trees are coniferous trees usually of the following genera: Abies, Pinus, 

Cedrus, Thuja, Picea and Pseudotsuga, harvested above the soil line and intended for 

use in decoration." 
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1.1 切り花の病害虫リスク分析（PRA）を実施する際に考慮するべき特定の要素（パラ 59-66） 

 

【コメント案】 

[59] In addition to the general considerations given in ISPM 11, the following specific factors 

associated with cut flowers should be considered when conducting the PRA: 

- [60]the ease of pest detection, which may differ depending on the genus and species of cut 

flower (e.g. the number of petals, whether it has closed flowers or not) 

- [61]if more than one plant genus or species is present in the commodity (e.g. bouquets), 

they should all be considered separately 

- [62]the productionenvironment and system (e.g. greenhouse, field or wild) 

- [63]the biology of the associated pest, specifically the ability of the pest to complete its life 

cycle on the cut flowers 

- [64]the perishability, shelf-life, transport, cold storage and intended use of the cut flowers in 

relation to survival and establishment of the pest 

- [65]harvest and post-harvest practices (e.g. quality checks, cleaning, handling, processing 

and treatments), which may remove or exclude certain pests 

- [66]the presence of fruit or other propagules. 

-  probability of diversion from intended use (e.g. cuttings which are capable of growing) 

 

（仮和訳） 

[59] ISPM11 に記載の一般的に考慮すべき事項に加え、PRA に際しては以下の切り花の特定の要素を

考慮しなくてはならない 

- [60]病害虫検出の難易度が切花の属や種によって異なる場合があること（例えば、花弁の数や花

が開いているか閉じているか） 

-[61]物品に含まれる植物の属や種が複数ある場合（例、花束）、これらは別々に考慮されるべき

であること 

- [62]生産及び環境システム（例えば、温室、ほ場又は野生） 

- [63]関連する病害虫の生態、特に病害虫が切花に付着した状態で生活環を完了させる能力 

- [64]切花の枯死しやすさ、品質保持期間、輸送、低温貯蔵及び用途と病害虫の生存及び定着との

関係性 

- [65]特定の病害虫の除去または排除を可能にする収穫時および収穫後の慣例（例えば、品質検査、

洗浄、出荷、加工及び処理） 

- [66]果実や栄養繁殖体の存在 

- 用途外への転用の可能性（例えば、生育可能な挿し穂） 

 

【理由】 

  ・[62]例示にある「野生」に対応して、より適切な用語とするため。 

  ・[66]本基準の対象範囲において、栽培用植物は対象外とされているが、切り花の病害虫リスク

分析（PRA）を行う際には栽培用へ転用される可能性も考慮すべき。（我が国は、特定の病

害虫の侵入を防ぐため、栽培することが可能な一部の切り花に対し、PRA を実施した上で輸

出国における遺伝子診断等の検疫措置を求めている。） 
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1.2 切り花の主な病害虫のリスク順位（パラ 67,68） 

 

【コメント案】 

[67] 1.2 Risk ranking Examples of major pest groups associated with for cut flowers 

[68]The relative risk ranking examples of pest groups associated with cut flowers may assist 

NPPOs in focusing on pests that can enter and establish. 

 

（仮和訳） 

[67] 切り花のに関連した主な病害虫グループのリスク順位例 

[68] 切り花に関連する病害虫グループの相対的なリスク順位例は、植物検疫当局が入り込み及

び定着が可能な病害虫に焦点をあてる場合に役に立つかもしれない。 

 

【理由】病害虫のリスクは PRA の結果に基づき決定されるため、PRA の対象とする地域により

異なる。そのため、国際基準において「リスク順位」を示すことは適当ではないため、例示

であることを強調する。 
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1.2.1 リスクが高い病害虫グループの例（パラ 71～74） 
1.2.2 リスクが低い又は無視できる病害虫グループの例（パラ 75～79） 

 

【コメント案】 

(create Appendix and move paragraph 71-79 to the Appendix) 

[71] 1.2.1 Examples of higher-risk pest groups (in alphabetical order) 

[72] Aphids (Aphididae). 

[73] Leafminers (e.g. Agromyzidae). 

[74] Thrips (Thripidae). 

[75] 1.2.2 Examples of lower- or negligible-risk pest groups (in alphabetical order)   

[76] Moths (e.g. Noctuidae, Geometridae, Tortricidae). 

[77] Nematodes (Nematoda). 

[78] Pathogens.  

[79] Whiteflies (Hemiptera).  

 

（仮和訳） 

（[71]. ～[79].については付録に移動する）  

[71] 1.2.1 リスクが高い病害虫グループの例（アルファベット順） 

[72] アブラムシ（アブラムシ科） 

[73] 潜葉性昆虫(例 ハモグリバエ科) 

[74] アザミウマ (アザミウマ科). 

[75] 1.2.2 リスクが低い又は無視できる病害虫グループの例（アルファベット順） 

[76] 蛾類(例 ヤガ科、シャクガ科、ハマキガ科). 

[77] 線虫 (センチュウ門). 

[78] 病原体  

[79] コナジラミ（カメムシ目）  

 

【理由】 

・[71]～[79]については削除。但し、例示として残すべきとする意見に配慮するのであれば、

新たに Appendix(付録)を作成し、参考情報とする。 

・病害虫のリスクはリスク分析（PRA）の結果に基づき決定され、PRA の対象とする地域によ

り異なるため。 
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2. 植物検疫措置（パラ 122） 

 

【コメント案】 

[122] Each lot in a consignment should be identified in a way that can be traced back to the 

place of production only when necessary cases such as upon request of the NPPO of the 

importing country. In the case of treatments applied, measures should be adopted to 

segregate treated and non-treated lots and to protect treated lots from contamination or 

infestation. 

 

（仮和訳） 

[122] 積荷は、輸入国の植物検疫当局の要請がある、といった必要不可欠な場合にのみ、ロット

毎に生産地を追跡できるように識別しておくべきである。また、処理が適用される場合には、

処理済ロットと未処理ロットを分離し、処理済ロットが病害虫に汚染又は寄生されないよう、

措置が適用されるべきである。 

 

【理由】輸入国の要請がない場合等、輸出される切り花の生産地を追跡できるようにしておく必

要がない場合もあるため。 
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３ 植物検疫措置としてのくん蒸処理の利用の要件 

 

 
全体意見 

 

【コメント案】 

  本基準では、くん蒸倉庫の温度測定点（6.4 くん蒸温度の決定）、ガス濃度測定点（6.7.1 く

ん蒸濃度の測定）及びこん包の通気孔の数（6.2 くん蒸が浸透できないこん包）等において基

準値として扱われることとなる数値が記載されているが、これらの根拠が示されていないため、

妥当性が判断できないことから、削除するべきである。但し、本基準の中で根拠文献を示すこ

とができるものについては、記載することは差し支えない。 

 

〔植物検疫措置に関する国際基準案についての説明会における出席者からの主なコメント〕 

・各国がどのように適用していくのか疑問。 

 （対応案）妥当性が不明である数値については削除を提案する。 

 

 

 

 
5.2.7 温度を測定するための計器（パラ 101） 

 

【コメント案】 

[101] Sufficiently reliable thermometers should be used to measure either continuously or at 

suitable intervals the temperature in the enclosure space and, as appropriate, the external 

surfaces and inside the commodity before and during fumigation. The number of temperature 

sensors required will depend on the size of the treatment enclosure. The accuracy of the 

temperature measurement should be within 0.5 ℃ of ensured considering the actual 

temperature during treatment. 

 

（仮和訳） 

[101] 十分に信頼できる温度計は、施設空間の温度、及び必要に応じてくん蒸前及びくん蒸中の

物品の外面と内側の温度を連続的又は適切な間隔での測定に使用されるべきである。必要な

温度センサーの数は、処理施設のサイズによって異なる。温度測定の精度は、誤差 0.5°C 以

内とする処理庫内の温度を考慮して確保されるべきである。 

 

【理由】必要な温度センサーの精度は、規定温度からどのくらい安全を見越したくん蒸温度で処

理するかにより異なり、0.5℃より高い精度が必要な場合もあれば、低い精度で十分な場合

もあり得るため。 
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5.2.10 安全装置（パラ 105） 

 

【コメント案】 

[105] Equipment suitable for ensuring the safety of those potentially exposed to the fumigant 

should be available at all times and in appropriate working order. Depending on the fumigant 

being used, protective clothing, respirators and suitably sensitive monitoring equipment may 

need toshould be made available to those handling the fumigant or undertaking or monitoring 

the fumigation. 

 

（仮和訳） 

[105] くん蒸剤に潜在的に暴露される者の安全性を確保するために適した装置は、常時かつ適切

な作業順に利用可能であるべきである。使用するくん蒸剤に応じて、くん蒸剤を取り扱う者

又はくん蒸を実施若しくは監視する者が、防護服、人工呼吸器（防毒マスク）及び適切な感

度の監視装置を利用できるようにする必要が生じることがべきである。 

 

【理由】危害防止対策の一つとして、防護服や監視装置等は利用可能であるべきであると考える

ため。 
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8.1 文書化の手順（パラ 194-202） 

 

【コメント案】 

（原文） 

 [203]8.2 Record keeping 

[204]Fumigation entities should keep records. These records should be available to the NPPO 

of the country in which the fumigation is conducted or initiated for auditing and verification 

purposes or trace-back. 

[205]Appropriate records for fumigation as a phytosanitary measure should be kept by the 

fumigation entity for at least one year to enable the trace-back of treated lots. The 

fumigation entity should keep all records for every treatment. Information that should be 

recorded includes: 

- name of fumigant used 

- [206]identification of enclosure and fumigation entity 

- [207]enclosure leakage testing records (as appropriate) 

- [208]equipment calibration records 

- [209]commodity fumigated 

- [210]target regulated pest 

- [211]packer, grower and place of production of the commodity 

- [212]fumigation lot number 

- [213]lot size and volume, including number of articles or packages 

- [214]identifying markings or characteristics 

- [215]date of fumigation 

- [216]any observed deviation from the treatment schedule 

- [217]air and commodity temperature records 

- [218]fumigant dose and concentration records 

- [219]fumigant volumes (dose rate) calculated and added throughout fumigation. 

 

（仮和訳） 

[203]8.2 記録の保持 

 [204]くん蒸主体は記録を保持すべきである。これらの記録は、監査・検証目的又はトレース

バックのためにくん蒸が実施される又は開始される国の NPPOに入手可能であるべきであ

る。 

 [205]植物検疫措置としてのくん蒸に関する適切な記録は、くん蒸主体によって少なくとも 1

年間保持され、処理済みロットのトレースバックを可能にすべきである。くん蒸主体は、

すべての処理に関するすべての記録を保持すべきである。記録すべき情報には以下が含ま

れる。 

 -使用したくん蒸剤の名称 

-[206]施設及びくん蒸主体の特定  

-[207]施設漏えい試験の記録（該当する場合）  

-[208]装置の較正記録 

-[209]くん蒸された物品 

-[210]対象規制有害動植物 

-[211]物品の包装者、栽培者、及び生産場所 

-[212]くん蒸のロット番号 

-[213]ロットのサイズと体積（品目又はパッケージの数を含む）  
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-[214]識別マーキング又は特徴 

-[215]くん蒸の実施日 

-[216]観察された処理スケジュールからの逸脱 

-[217] 気温及び物品温度の記録 

-[218]くん蒸剤の用量及び濃度の記録 

-[219]くん蒸期間中に計算され、追加されたくん蒸剤の容積（単位投薬量） 

 

【理由】使用したくん蒸剤の名称についても記録する必要がある。 

 

 


