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出版の過程 

基準の公式な部分ではない 

1994 年 5 月  CEPM１はトピックにペストサーベイランス

のための基準（1994-001）を追加した。 
1994 年  米国農務省（USDA）の促しによって、専門家作

業部会（EWG）は草案を作成した。 
1995 年 5 月  CEPM2 は草案を修正し、加盟国協議用に

承認した。 
1995 年  加盟国協議 
1996 年 5 月  CEPM3 は採択用に草案を修正した。 
1997 年 11 月   第 29 回 FAO 会議は基準を採択した。 
ISPM 6.1997. サーベイランスのための指針. FAO、ロー

マ、IPPC. 
 

2010 年 3 月  CPM5 は ISPM6（サーベイランスのための
指針）の改訂（2009-004）をトピックに追加した。 

2014 年 5 月  SC は仕様書 61 を修正し、承認した。 
2015 年 9 月  EWG は ISPM の修正作業を開始した。

（会議） 
2015 年 11 月  EWG は ISPM 案を最終調整した。（バー

チャル会議） 

2016 年 5 月  SC は草案を修正し、1 回目加盟国協議用

に承認した。 
2016 年 7 月  1 回目加盟国協議 
2017 年 5 月  SC7 は草案を修正し、2 回目加盟国協議

用に承認した。 
2017 年 7 月  2 回目加盟国協議 
2017 年 10 月  スチュワードは加盟国協議でのコメントの

基づき、草案を修正した。 
2017 年 11 月   SC は会議で修正し、CPM による採択の

ための草案を承認した。 
2018 年 4 月   CPM13 が基準を採択した。 
ISPM 6.2018. サーベイランス. FAO、ローマ、IPPC. 
 
2015 年 6 月  IPPC 事務局は、CPM10（2015）からの基

準手続きの廃止に沿ったインク修正及び再構成を反

映した。 
 
出版過程の最新の修正：2018 年 5 月
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採択 

この基準は、2018 年 4 月に第 13 回植物検疫措置に関する委員会によって採択された。 
 
序文 
 
適用範囲 

本基準は、国内のサーベイランスシステムの構成要素を含む、サーベイランスの要件を記載

している。 
 
参照 

現在の基準は、植物検疫措置に関する国際基準（ISPM）を参照する。ISPM は国際植物検疫ポ

ータル(IPP)上の https://www.ippc.int/core-activities/standards-setting/ispms で入手可能できる。 

定義 

この基準に用いられる植物検疫用語の定義は、ISPM 5（植物検疫用語集）において閲覧でき

る。 

 
要件の概要 

サーベイランスは、国家植物防疫機関(NPPO)の中核活動の一つである。それは、NPPOに多く

の植物検疫措置の技術的基盤を提供する。例えば、植物検疫輸入要件、有害動植物無発生地

域、有害動植物報告、根絶及びある地域におけるペストステータスなどである。 

国内サーベイランスシステムは、一般サーベイランス及び特定サーベイランスの双方に関連

している。国内サーベイランスシステムは、サーベイランスプログラムとそれらを実施する

ために必要な基盤から構成される。サーベイランスプロトコルは、一般又は特定を問わず、

サーベイランスの方法論を記載する。国内サーベイランスシステムのため考慮するべき補助

的要素は、植物検疫規則及び政策、優先順位付け、計画立案、資源、文書化、トレーニング、

監査、コミュニケーションと利害関係者の関与、病害虫同定診断、情報管理システム、病害

虫報告を含む。 

  
背景 

サーベイランスは、植物防疫において必要不可欠である。IPPC の第 4 条は、国家植物防疫の

ための組織体制に関する一般条項を規定しており、具体的に「公的国家植物防疫機関の責任

には、特に有害動植物の発生、突発的発生及びまん延に関する報告、及び第 8条 1(a) で規定さ

れた報告を含めて、これらの有害動植物の管理という目的で、栽培地域 （特に、田畑、植栽

地、育苗地、栽培園、温室及び研究室）及び野生植物に係る地域を含む、生育植物のサーベ

イランス、及び貯蔵中又は輸送中の植物及び植物生産物のサーベイランスが含まれる」と述

べている。同条によると、「有害動植物無発生地域及び有害動植物低発生地域の指定、維持、

及びサーベイランス」は NPPO の責任である。さらに、第 7 条 2 (j)は、「締約国は、できる限

り、有害動植物のサーベイランスを実施し、有害動植物の状況に関する十分な情報を開発及

び維持するものとする」と規定している。 

サーベイランスは以下を含めたいくつかの活動を実証する 
- ある地域における新たな有害動植物の早期発見  
- 寄主有害動植物リスト、品目有害動植物リスト、及び有害動植物分布記録の編集（例

えば、病害虫リスクアナリシス及び植物検疫証明を裏付けるため） 
- 有害動植物無発生地域、有害動植物無発生生産地、有害動植物無発生生産用地、又は有

害動植物低発生地域の設定と維持 

https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=wrrNNvsRUkKmgWSXWtTIbhg0aYv1BNFIURmcMMq34Ivk0y3043NTxKCK6SvkLUrQ8D15mcmDzNY.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.ippc.int%2fcore-activities%2fstandards-setting%2fispms
https://faohqmail.fao.org/owa/redir.aspx?C=wrrNNvsRUkKmgWSXWtTIbhg0aYv1BNFIURmcMMq34Ivk0y3043NTxKCK6SvkLUrQ8D15mcmDzNY.&amp;URL=https%3a%2f%2fwww.ippc.int%2fcore-activities%2fstandards-setting%2fispms
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- ある地域におけるペストステータスの決定 
- 他国への有害動植物の報告 
- 有害動植物個体群又は有害動植物発生率に係る特徴の変化の評価 (例えば有害動植物低

発生地域、又は調査のため) 
- ある地域における病害虫個体群の境界設定 
- 根絶及び病害虫管理 
 
生物多様性と環境への影響 

本基準は、ある地域における有害動植物の有無又は分布、及び経路としての寄主又は物品に

関する情報に関して、信頼性のある明確な情報を提供するために、各国のシステム開発を援

助することにより、生物多様性及び環境の保護に貢献することができる。これらの有害動植

物には、生物多様性（例えば、侵略的外来種）に関連する生物を含むことがある。 
 
要件 

１．国内サーベイランスシステムの構成要素 

国内のサーベイランスシステムは、国家の植物衛生システムにおいて不可欠な部分とするべ

きである。 

国内のサーベイランスシステムは、プログラム（例えば、特定の有害動植物種又は有害動植

物グループごとの）に分けて構成され、これらのプログラムを実行するために必要な支援基

盤を含むべきである（図 1 及びセクション 3）。 

サーベイランスプログラムには、以下のタイプのサーベイランスが含まれることがある。 
- 一般サーベイランス：様々な情報源から地域に関する病害虫の情報が収集されるプロセ

ス。情報源には、国家又は地方自治体、研究機関、大学、博物館、科学学会（独立専門

家の団体を含む）、生産者、コンサルタント、一般公衆、学術誌・業界誌、未発表デー

タ、及び他の NPPO 又は国際機関のウェブサイト（例えば、IPPC、地域植物防疫機関、

生物多様性条約）を含む場合がある。 
- 特定サーベイランス ：所定期間にわたって NPPO により地域に関する病害虫の情報が獲

得されるプロセス。NPPO は特定の有害動植物関連データを積極的に集める。特定サー

ベイランスには、有害動植物個体群の特徴を判断するため、又はある地域においてどの

種が存在するか否かを判断するため、実施される調査が含まれる。 

NPPO は、一般サーベイランスと特定サーベイランスの実施方法を記述したサーベイランスプ

ロトコルを策定すべきである。 

NPPO が国内サーベイランスシステムを開発する場合に考慮するべき要素を図 1 に示す。  
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図 1. 国内のサーベイランスシステムのモデル。サーベイランスプログラム（一般及び特定）と支援基盤から構成

される。 

 

2．サーベイランスプログラムの設計 

サーベイランスプログラムは、結果が比較・解析できるようにするため、よく構築された方

法論により適切に長い期間及び定期的なものであるべきである。サーベイランスプログラム

は、一般及び特定サーベイランスの要素を含むことがある（図 1）。サーベイランスの方法論

は、サーベイランスプロトコルに記載されるべきである。NPPO によって策定されたプロトコ

ルは、サーベイランスプログラムの目的を達成することを目指すべきである。 

サーベイランスプロトコルは、様々な場所で様々な作業職員が使用できるように、サーベイ

ランス活動が一貫して実行されるための明確な指示を提供するべきである。サーベイランス

プロトコルで使用される方法は、例えば、データが収集される手段、サーベイランスが実行

される場所、又は目的が有害動植物、寄主若しくは経路に注目しているかどうかによって、

区別される場合がある。 

サーベイランスの方法は、国際又は地域ガイドライン（ガイドラインが存在する場合）に基

づくべきであり、若しくはNPPOによって策定されるべきである。サーベイランス管理者及び

職員は、特定グループの有害動植物に関連する現在の方法論を認識するべきであり、その方

法は、信頼できるサーベイランスの結果を述べるために適切に使用されることを確保するべ

きである。 

NPPO は、新規の又は発生した有害動植物に対する新たな方法を開発若しくは採用する必要が

生じることがある。いずれの場合にも、サーベイランスの方法は、関連する科学情報、地理

情報及び統計情報に基づくべきであり、運用上実行可能であるべきである。 

2.1 一般サーベイランス 

2.1.1  一般サーベイランスへのアプローチ 

国内サーベイランスシステム 

サーベイランスプログラム 支援基盤 

一般サーベイランス 
植物検疫規則及び政策 

プロトコル 
優先順位付け 

特定サーベイランス 計画立案 

プロトコル 
資源 

文書化 

トレーニング 

監査 

コミュニケーション及び 
利害関係者の関与 

 

病害虫同定診断 

情報管理システム 
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NPPO は様々な関与の程度に応じて、NPPO が受理する報告書から、完全に NPPO によって運

営され、ますます構造化され対象を定めたプログラムまで、一般サーベイランスに対して

様々なアプローチを使用することができる。一般サーベイランスのアプローチを以下に挙げ

る 
- 一般大衆からの報告の受理（例えば、一般人により開始されたもの） 
- 有害動植物情報源のスキャニング 
- 公的チャンネル（例えば、植物衛生の公表又は有害動植物報告の利点についての教育

の呼応としての無料通話を通じて、など）を通しての公開報告の一般的奨励 
- 特定の有害動植物についての公開報告の奨励－これは、対象とする種が既知であり、

すでに国民意識が高い場合（例えば、普及啓発資料の利用を通じて）、及び有害動植物

発生率が高い既知の期間（例えば、繁殖期など）に有用である 
- 特定作物が含まれるグループ（例えば、生産者、地域団体）による報告の奨励 
- サーベイランスデータ獲得のために NPPO によって組織される、植物衛生活動におけ

る特定グループ（例えば、科学学会、植物衛生クリニック及び農業進展活動など）の

関与 
- 他の政府機関との協力（例えば、森林省又は環境省） 
- 調査を引き受ける機関との協力 
- NPPO 職員によって実施される一般サーベイランス。 

一般サーベイランスへのアプローチを開発する場合には、NPPO は以下の要因を考慮するべき

である 
- コスト及び資源要件は通常、NPPO の関与が少ないほど低い 
- 良い結果は、簡単に見つかり認識される有害動植物（例えば、コウチュウ類及びガ類

の幼虫）又は病徴 については容易に達成される 
- 隠れた有害動植物（例えば、木材穿孔性コウチュウ類、又は一部の寄主では病徴が出な

い病原体など）の発見は、通常あまり効果的ではない 
- サーベイランスは、規定期間に制限される必要がない場合がある  
- 得られる有効報告率は、構造化が低い、又は標的が明確でないプログラムの場合ほど通

常低い 
- 情報（例えば、有害動植物診断、モニタリング方法論）の有効性は、現在これらがどの

ような状態にあるかに依存しうる 
- 関連する報告を特定するため、一般サーベイランスからの多数の報告を管理するための

システムが必要となる場合がある 
- データの妥当性は検証される必要がある場合がある 
- 一般サーベイランスプログラムの感受性及び特異性を高めることは、コストの増加につ

ながる場合がある。  

一般サーベイランスを実施する場合、NPPO は情報の信頼性を評価するべきであり、これは情

報源に依存する（例えば、一般大衆 vs. 昆虫学者からの報告）。病害虫記録の信頼性の評価の

ガイダンスは ISPM8（ある地域におけるペストステータスの決定）が提供している。 

2.1.2 一般サーベイランスの要素 

NPPO は、一般サーベイランスが効率的に特定サーベイランスを補足できることを認識するべ

きである。例えば、一般サーベイランスは、ある地域又はサイトにおけるペストステータス

を正確に決定するために、特定サーベイランスのための枠組みを提供することができる。

NPPO はまた、一般サーベイランスの結果が、ペストステータスを判定できるほど十分である

ことを決定することもできる。 
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一般サーベイランスの要素は以下を含む 

-  報告を促進するメカニズム 

• 立法上の義務 (一般大衆、生産者、又は特定機関に対する) 

• 協力協定 (NPPO と利害関係者又は科学学会等の間) 

• NPPO との伝達経路を強化するための連絡人員の利用 

• 公教育及び意識向上イニシアティブ 

-  公衆から報告を集めるためのツール 
• 公共的にアクセス可能な無料通話番号 
• サンプルの無料配達のためのシステム 
• スマートフォン及びモバイル装置のアプリケーション（アプリ） 
• ソーシャルメディアチャンネル及び電子メール 

-  報告の品質向上のためのシステム又はプロセス 
• 最初の接触ポイントでのフィルタリングプロセス 
• 最初の認証のための画像送受信のための能力 
• 提出者が自己フィルターにかけることのできる広告資料(例えば、有害動植物情報

及び写真を掲載したリーフレット及びウェブサイト) 
• 提出者に対するトレーニング 

-  収集される情報を統合整理、分析及び連絡する手段 
• 国、地域又は世界レベルの総合的データベース、及び新たに発生した有害動植物の

ための警報システム 
• ウェブベースのシステムに埋め込まれた空間モデルツール (例えば、地理的情報シス

テム) 
• 収集されたデータの数学的及びシミュレーションモデル。 (例えば、ベイズ理論のネ

ットワーク) 

提供される報告に対して定期的なフィードバック（例えば、提出された標本の同定）を

確保するため、NPPO は報告を推奨することができる。  

2.2  特定サーベイランス 

3 種類の調査は、特定サーベイランスプログラムの目的に応じて、NPPO により使用される場

合がある 
- 発生調査: 有害動植物が存在する（又は存在しない）かどうかを決定するため、ある地域

において実施される 
- 境界設定調査: 有害動植物によって寄生されたと考えられる地域、又は有害動植物無発

生と考えられる地域の境界線を設定するために実施される 
- モニタリング調査: 有害動植物個体群の特徴を確認するための、継続的調査。 

これらの調査は、一つ又は複数の地域、サイト、寄主、経路又は品目との関連で、有害動植

物のために設定される場合があり、有害動植物の発生・無発生の記録の収集も含まれるべき

である。 

全ての観察及びサンプルから得られた結果は、有害動植物が発見されなかった場合も含めて、

記録されるべきである。調査の間に収集された有害動植物の非存在のデータは、貿易及び市

場アクセスと同様に、国のペストステータス及び有害動植物無発生地域を支持するために、

NPPO により使用されることが可能である。 

有害動植物非存在のデータの有効性の最も重要な要因は、サーベイランスプログラムの設計で
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ある。特定サーベイランスプログラムの設計において考慮されるべき要素は、セクション 2.2.1
～2.2.9に提示されている。 

2.2.1  目的 

サーベイランスの目的は、植物検疫目的及び情報が求められる理由（例えば、早期発見、有

害動植物無発生地域の認証、有害動植物無発生生産用地、有害動植物低発生地域、物品有害

動植物リスト）に関する背景を含むべきである。 

2.2.2  適用範囲 

適用範囲は、地理的、及び生産システム（全体又は部分）又は非耕作地域の双方の観点から、

サーベイランスによって含まれる地域の範囲を記述する。 

2.2.3  対象 

サーベイランスの対象は、記述されるべきである。対象は単体又は複数の有害動植物、寄主、

経路又は物品、若しくはこれらのうちのいずれかの組み合わせである場合がある。 

2.2.4  時期 

時期には、調査の開始及び終了、並びに現場の職員による訪問の頻度を含む。これらは、例

えば、有害動植物のライフサイクル、有害動植物寄主の季節性、又は有害動植物管理プログ

ラムのスケジュールにより決定される場合がある。 

2.2.5  地域又はサイトの選定 

地域又はサイトの選定は、以下によって決定される場合がある 
- 以前に報告された有害動植物の存在、分布、及びその結果としてのペストステータス 
- 以前に報告された病害虫の無発生 
- ある地域における決定されていないペストステータス   
- 有害動植物の生物学 
- 有害動植物における地域の気候及びその他の環境条件への適合性 
- 寄主植物及び生産地域の地理的分布 
- 地域の隔離の程度 
- 有害動植物管理プログラム (商用サイト及び非商用サイトにおける) 
- 収穫した品目の統合、取扱、又は貯蔵ポイント 
- 以下に近いこと 

・輸入地点（経路として、人を含む） 
・輸入された物品が販売、貯蔵、加工又は栽培材料として使用される場所の立地 
・観光活動。 

資源の効果的な使用を達成するため、未発生の又は直近に阻止された病害虫（例えば積荷にお

いて）を対象としたサーベイランスは、初期の病害虫のまん延のリスクが高い場所において、

集中して行うことが最善かもしれない。 

サーベイランスの目的が異常発生の境界を設定することである場合、地域の選択では既知のま

ん延している地域の直近の周辺、および同じ生息地タイプの場所に注目するべきであり、それ

は、トレースフォワード及びトレースバックの実施によると、それらの地域もまん延している

可能性があるからである。大きい地域内の特定の地域又はサイトに中心を定めたサーベイラン

スは、全地域におけるサイトの無作為サンプリングによって補完することができる。広く分布

する有害動植物のサーベイランスの場合は、調査対象の全地域にわたる、より系統的なサイト

選定がより適切である。 
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2.2.6  統計的設計 

NPPO は、調査されるべき母集団の単位（統計的な意味で）を定義するべきである。すなわち、

類似単位の集まりとしての個体群である。統計的母集団の定義は、有害動植物の生物学、経

路又は植物検疫措置を適用できる事業者に基づく場合がある。母集団単位は、例えば以下の

ような様々なタイプがありうる 
- トラップ調査用のグリッド分けした地域からなる、地理的単位 
- 寄主作物が植えられたほ場 
- 非管理地域又は非耕作地域における個々の寄主植物 
- 貯蔵施設 

全母集団を調査することは、多くの場合、実行不可能である。したがってNPPOは、母集団か

ら採取されたサンプルについてのサーベイランスの実施を決定する場合がある。 5つの最も一

般的なサンプリング方法は、単一で又はその組み合わせで適用される場合があり、これらは

以下のとおりである 
- 単純無作為サンプリング 
- 系統サンプリング 
- 層化サンプリング 
- 集落サンプリング 
- 目的別サンプリング 

統計的サンプリングの方法は、ISPM 31 (積荷のサンプリングに関する方法論)に記載された方

法又はその他の適切な方法が、必要に応じて使用されるべきである。これらの方法は、多く

の場合、獲得されたデータがバイナリ的性質（存在/非存在）の時に使用される。データの統

計的解析は、適切な方法に基づくべきであり、専門家のアドバイスを必要とすることもある。 

NPPO は、信頼度及び有害動植物発見の最小レベルを明言するよう奨励される。 

2.2.7 データ収集 

NPPO は、サーベイランスにおいて収集されたデータ要素、及びこれらのデータが情報管理シ

ステムに転送される方法（例えば、書式及び電子デバイスの使用など）を決定するべきであ

る。 

2.2.8 バイオセキュリティーと衛生 

サーベイランスプロトコルを開発する際に、NPPO は、調査中に有害動植物のまん延が加速し

ないことを確保するための手続を検討するべきである。 

NPPO 職員、又はサーベイランスを実施する権限を与えられたその他の人員は、調査対象の施

設、生産用地又は生産地で実施されるバイオセキュリティー手続に従うべきである。 

2.2.9 サンプル 

サーベイランスプロトコルには、標本の完全性及び保存、並びに診断処理のための実験室へ

の適時の引き渡しを確保するための、サンプル採取の時期、及びサンプル収集、取扱い及び

前処理の方法についての記述を含むべきである。各サンプルは、処理及び同定の段階から、

該当する場合、正式な参照標本収集における貯蔵まで、フィールドにおける収集地点から追

跡及びフォローアップができるように、独自の識別コード (例えば、ラベル、番号、又はバー

コード) が与えられるべきである。 

 

 

3. 支援基盤 
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3.1  植物検疫規則及び政策 

国内サーベイランスシステムは、権限、責任及び財源が適切な事務レベルに割り当てられる

ことを保証する植物検疫規則及び政策によって支持されるべきである。 

締結国は、以下の規定を植物検疫規則又は公的手続きに組み込むべきである  
- 有害動植物の付着する可能性のある植物、植物生産物又はその他の品目を検査するた

め、若しくは検定用サンプルを収集するため、建物又は土地への立入りを含むサーベ

イランス活動を、NPPO 職員又は権限を与えられたその他の人員が行うための法的権

限、プロセスおよび保護 
- 有害動植物が正しく同定されることを確保するため、診断又は最新の診断サービスを

適切に利用できる施設の設立及び維持 
- 以下の存在の検出又は疑いがあることについて、NPPOに対する義務的国内報告（例え

ば、研究機関、診断検査室、非政府組織、産業界、生産者、地方自治体又は科学団体

など） 
・対象としている有害動植物 
・ある地域にとって新しい有害動植物、寄主、又は経路。 

サーベイランス政策は、サーベイランス活動への資金提供、サーベイランスの成果物のため

の手続き、人員のトレーニング及び資格認定を含む NPPO内の管理、財務及びガバナンスにつ

いての責任を取り扱うべきである。 

3.2  優先順位付け 

サーベイランスの優先順位は、サーベイランス情報のニーズに応じて、国によって異なる場

合がある。 

サーベイランスプログラムの優先順位付けの際に考慮すべき要因には、以下が含まれること

がある 
- 有害動植物が作物及び生物多様性に及ぼす影響 
- 既存の国別、二国間、地域又は国際的な植物検疫上の義務及び協定 
- 有害動植物管理プログラムの実施 
- 地方、国、地域あるいは国際レベルでの有害動植物の発生及びこれらの早期発見の潜在

的利益 
- サーベイランスは費用対効果が高いかどうか 
- サーベイランスプログラムの実施に必要な資源及び方法の利用可能性 
- 資源支出の必要性を前提として、予測されるサーベイランス結果の品質及び信頼性 
- 病害虫リスクランキング方法又は同様の分析技法を用いて作成された優先的有害動植物の国

内リスト 
- 貿易と市場アクセス 
- 食品安全 
- ある病害虫が存在しないことが知られている地域由来の積荷から有害動植物の発見（例

えば、取引パートナーからの通知または輸出証明中の検出）。 

3.3  計画立案 

サーベイランスの優先順位が設定されたら、NPPO は、植物検疫法令及び政策を考慮して、サ

ーベイランスプログラム実施のために計画を立案するべきである。 

3.4  資源 

サーベイランスは、適切な人的資源、財源及び物理的資源が十分に供給されるべきである。診

断サービスのための資源は、国内サーベイランスシステムにとって不可欠である。 
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人的資源には、管理、運営、技術機能、管理及びロジスティックスの人員が含まれる。NPPO
は、人員が適切に訓練され、資格を認定されるよう確保すべきである。 

財源には、サーベイランスロジスティックス、職員の出張費（例えば、交通費、宿泊、食事）、

備品購入及び維持、職員のトレーニング、標本の処理と同定診断、情報管理システムの維持、

施設維持及び計画外のサーベイランス活動のための緊急対応経費が必要になる場合がある。 

物理的資源には、ほ場での装備（個人用保護具を含む）、車両、適切な貯蔵施設、及び調査・

モニタリングの実施に使用される消耗品、参考資料及びその他文書、コンピューター、地理

情報参照端末、データ入力・保存のためのその他の機器、情報管理システムのソフトウェア、

職員制服（又は有効な特定物）、及び国民意識向上のための資料が含まれる場合がある。 

3.5  文書化 

NPPO は、公式文書の維持、サーベイランスの実施（サーベイランスプロトコル様式の技術的

な説明を含む）、及び収集標本の管理又はアクセス保持のための行政手続を作成するべきであ

る。文書化は、一貫性の推進、結果の解釈及び信頼性の向上、及び国内サーベイランスシス

テムに基づく監査及び活動確認の促進のために不可欠である。 

3.6  トレーニング 

サーベイランス活動に関与する人員のトレーニング、評価、及び定期的審査は、国内サーベ

イランスシステムにおける不可欠な構成要素である。NPPO は、職員の能力が維持されている

ことを保証するための手順を作成及び実施するべきである。 

サーベイランス活動に関与する人員は、植物衛生及び関連分野（関連有害動植物、その生物

学、寄主、並びに寄生時の症状を含む）並びにデータ管理についての十分なトレーニングを

受けるべきである。人員は、バイオセキュリティー、サンプリング方法、サンプルの取扱い、

同定のためのサンプルの保存と輸送、及びサンプルに関連する記録の保管についても、トレ

ーニングを受けるべきである。 

トレーニング用教材は、人員の能力開発及び維持の確保に資するために作成され、定期的に

更新されるべきである。トレーニング用教材と参考資料は、サーベイランス活動に関わるス

タッフ全員にとって容易に入手可能であるべきである。 

3.7  監査 

NPPO は、活動が関連サーベイランスプロトコルに従って実施されていることを確認するため、

公認機関が実施する活動を含めて、一般及び特定サーベイランスの定期監査を実施するべき

である。 

3.8  コミュニケーション及び利害関係者の関与 

NPPO は、国内サーベイランスシステムの設計、計画立案、実施及び見直しに関して、サーベ

イサンスの優先順位及び予想結果と同様に、効率的かつ適時のコミュニケーションを通じて

利害関係者及び関連専門家と関与することが奨励される。取決めには以下を含むことがある 
- NPPO 内の内部コミュニケーション (例えば、会議、ブリーフィング、ニュースレター)  
- NPPO による外部コミュニケーション（例えば、公的報告、産業通達） 

- 利害関係者の公式関与（例えば、フォーラム、ニュースレター、意識向上及びトレー

ニングイニシアティブ） 
- サーベイランスプログラム及び NPPO との双方向の情報伝達経路を開発及び実施する

公式及び非公式の国内サーベイランスネットワーク。 
 

3.9  病害虫同定診断 

診断サービスは、国内サーベイランスシステムの成功のために不可欠である。NPPO は、適切
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な診断サービスが利用できることを確保するべきである。診断プロトコルの幾つかは、ISPM 
27（規制有害動植物の診断プロトコル）において入手可能である。 

診断サービスの特徴は以下を含む 
- 有害動植物（及び寄主）の同定に関する訓練における専門技術がある 
- 十分な施設と機器を持っている 
- 必要な検証のための専門家への連絡手段を持っている 
- 記録保管のための施設を持っている 
- 参照標本を調整し、保管する施設を持っている 
- 適切で利用可能な標準処理手順を使用する。 

 
 
3.10  情報管理システム 

情報管理システムは、すべての獲得された結果のレポジトリ又は集中データベースとして使

用されるべきである。 

情報管理システムは、有害動植物の存在及び非存在の記録を含め、分析のためのサーベイラ

ンスデータ及び情報の収集、整理統合、管理、妥当性確認、及び報告のために設計されるべ

きである。 

サーベイランスデータ及び情報は、収集から報告に至るまで、その完全性を保証する一定の

方法で収集されることが重要である。NPPO は、すべてのサーベイランスプログラムで使用さ

れる最小データを、この基準のセクション 4に従って作成し、実施するべきである。これらの

データセットは、サーベイランス情報管理システムの基盤を形成するべきである。情報管理

システムは、サーベイランス活動時に採取されたサンプルのトレーサビリティを保証するべ

きである。データ検証手法も、情報管理システムにおいて不可欠な要素である。  

情報管理システムは、国内及び国際的なサーベイランス関連報告の要件を満たすために、デ

ータ及び情報の簡単な検索を可能にするべきである。 
 

4  病害虫記録 

NPPO は、ペストステータスの宣言を裏付けるために病害虫記録が必要とされる可能性を考慮

して、サーベイランス記録の保持期間を決定するべきである。例えば、ISPM 26（ミバエ 
(Tephritidae) の有害動植物無発生地域の設定）に従ってミバエに関する有害動植物無発生地域

を裏付けるために、ミバエ非存在のサーベイランス記録が必要になることがある。使用した

調査手法への言及を病害虫記録に記載するべきである。 

特定サーベイランスによる 病害虫記録は、最低限、以下の情報を含むべきである 
- 有害動植物の学名及び分類 
- 寄主の学名及び分類 
- 位置関係 (例えば、所番地、住所、地理的座標) 
- 調査日及び調査者の名前 
- 同定日、同定方法及び同定者の名前。 

関連があり利用可能な場合は、上記の情報は一般サーベイランスからの病害虫記録に含まれる

べきである。 

病害虫記録は、可能な範囲で、特に検疫有害動植物の存在が疑われる場合に、以下の情報も

含むべきである 
- 有害動植物コード及び寄主学名（例えば、EPPO コード）  
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- 検証日、検証方法及び検証者名 
- 参考資料（例えば、 使用した診断プロトコル） 
- 講じられた植物検疫措置。 

追加情報が有用である場合がある。例えば、有害動植物と寄主の関係の性質、寄生状況、有

害動植物発生率、影響を受ける寄主植物の生育ステージと起源、寄主植物がその地域の温室

のみにおいて成長するのかどうか、影響を受けた植物の部分、又はサンプル収集の方法 (例え

ば、誘引剤トラップ、土壌サンプル、捕虫網) である。 

NPPO は、有害動植物記録のための国家管理組織の役割を果たすべきである。 

5.  分析と報告 

空間マッピング（地理情報システム）、モデリング及び統計解析ソフトウェアなどのツールは、

サーベイランスデータの管理並びにその提示及び報告の円滑化のために使用することができ

る。 

報告される情報は、実施されたサーベイランスの種類によって異なる。いかなる場合も、報

告書は、対象（有害動植物、寄主、経路又は関係物品）、取り扱う地域、観察回数及び採取さ

れたサンプルの数、獲得された結果、及び、必要な場合には統計的信頼性に関するデータを

提供するべきである。 

有害動植物の管理及びさらなるサーベイランスに関する意思決定を補強するため、データを

統合、分析及び報告するための手段を使用して、定着及びまん延の可能性を含めて、有害動

植物又は媒介生物の起こりうる行動を予測することもできる。 
 
6.  透明性 

NPPO は、要請があれば、サーベイランスを実施するために使用する方法、及びペストステー

タスと分布に関する情報を提供するべきである。 
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