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承認 
植物検疫措置に関する国際基準は、国際植物防疫条約事務局により、植物検疫分野の政策

及び技術援助に関する国連食糧農業機関の地球規模プログラムの一部として作成される。

このプログラムは、貿易を促進すること、及び不適切な措置が貿易障壁として利用されな

いよう図ることを目的として、植物検疫措置の国際的調和を達成するための基準、ガイド

ライン及び勧告を FAO加盟国及びその他関係者に提示するものである。 
 
以下の基準は、1998年11月に植物検疫措置に関する暫定委員会によって承認された。 
 
 
 
 
 
 
 
Jacques Diouf  
事務局長 
国連食糧農業機関 
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見直し及び改正 
植物検疫措置に関する国際基準は、定期的な見直し及び改正の対象である。この基準の次

回の見直し日は、2003年又は植物検疫措置に関する委員会で合意される他の日である。 
 
基準は必要に応じて更新され再発行される。基準保持者は、この基準の最新版が使用され

るよう図ること。 
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配布 
植物検疫措置に関する国際基準は、国際植物防疫条約事務局により、全ての FAO加盟国に
加えて、以下の地域植物防疫機関の幹部及び技術事務局に配布される: 
 
－ アジア太平洋地域植物防疫委員会 
 － カリブ海地域植物防疫委員会 
 － 南米南部地域植物防疫機関  
 － アンデス地域共同体 
－ ヨ－ロッパ地中海地域植物防疫機関 
 － 中央アフリカ植物検疫会議 
 － 北米植物防疫機関 
 － 中米地域農牧防疫機関 
 － 太平洋地域植物防疫機関 
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序論 
 

適用範囲 
この基準は、有害動植物記録の内容について、並びにある地域の有害動植物ステータスの

判定における有害動植物記録及びその他の情報の使用について記述する。有害動植物ステ

ータスの範疇について説明し、適切な報告のための推奨事項を提示する。 
 
参照 
植物検疫用語集、1997年．ISPM 刊行物 No. ５、FAO、ローマ。 
病害虫根絶計画のためのガイドライン、1998年．ISPM 刊行物 No. ９、FAO、ローマ。 
病害虫危険度解析に関するガイドライン、1996．ISPM No. ２、FAO、ローマ。 
サーベイランスための指針、1998年．ISPM No. ６、FAO、ローマ。 
国際植物防疫条約、1992年．FAO、ローマ。 
新改訂版国際植物防疫条約、1997．FAO、ローマ。 
国際貿易に関する植物検疫の原則、1995．ISPM No. 1、FAO、ローマ。 
病害虫無発生地域の設定のための必要条件、1996年．ISPM No. ４、FAO、ローマ。 
 
定義及び略語 
地域 
area 

公的に定められた国、国の一部、又は数ヶ国の全部若しく

は一部 

境界設定調査 
delimiting survey 

ある有害動植物に寄生されているか又は付着していないと

考えられる地域の境界を設定するために行われる調査 

発見調査 
detection survey 

有害動植物が存在するかどうかを決定するために、ある地

域において行われる調査。 

定着 
establishment 

ある地域にある有害動植物が入り込んだ後、近い将来の間

存続すること 

（病害虫の）検査 
interception(of a pest) 

輸入される荷口の検査又は検定中に発見させる病害虫 

IPPC 1951年ローマの FAOで批准書を寄託し、その後改正され
た国際植物防疫条約。 

モニタリング調査 
monitoring survey 

有害動植物個体群の特性を確認するために継続して実施さ

れる調査 

国家植物防疫機関 
National Plant Protection 
Organization 

IPPCで規定されている職責を果すために政府によって設
立された公的機関 

発生 
occurrence 

土着若しくは侵入していると公的に報告されている有害動

植物、及び/又は根絶されたとは公的に報告されていない有
害動植物のある地域での存在 
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公的な 
official 

国家植物防疫機関によって制定され、権限が付与され、又

は履行された 

突発的発生 
outbreak 

最近発見され、当面生き残ると予想される、隔離された有

害動植物の個体群 

病害虫（有害動植物／ペス

ト） 
pest 

植物若しくは植物生産物に有害な植物、動物又は病原体の

あらゆる種、ストレイン若しくはバイオタイプ 

病害虫無発生地域 
Pest Free Area 

ある特定の有害動植物が発生していないことが科学的な証

拠により証明され、必要に応じて、この状態が公的に維持

されている地域 

有害動植物の記録 
pest record 

記述された状況の下にある地域（通常、国）内での、ある

時点の特定の場所における特定の有害動植物の有無に関す

る情報を提供する文書 

（ある地域における）ペス

トステータス 
pest status (in an area) 

現在及び歴史上の有害動植物の記録及びその他の情報に基

づいて、専門家の判断を用いて公的に決定される、ある地

域におけるある有害動植物の現時点における有無であり、

必要に応じて、その分布を含む 

植物検疫措置 
phytosanitary measure 
(agreed interpretation)* 

有害動植物の侵入及び/又はまん延を防止する目的を有す
るあらゆる法律、規則又は公的な手続き 

植物検疫規則 
phytosanitary regulation 

商品又は他の品目の生産、移動又は保持、あるいは人の通常活

動を規制すること、及び植物検疫証明の体制を確立することに

よって、病害虫の侵入及び／又はまん延を防止するための公的

な規制。 

検疫有害動植物 
quarantine pest 

それによって危険にさらされている地域に潜在的経済的重

要性を有する有害動植物であって、まだその地域に存在し

ていないか、又は存在するが広域に分布しておらず、かつ

公的に防除が行われているもの 

地域植物防疫機関 
Regional Plant Protection 
Organization 

国際植物防疫条約第８条で規定されている機能を有する政府

間の組織 

規制有害動植物 
regulated pest 

検疫病害虫又は規制される非検疫病害虫。 

サーベイランス 
surveillance 

調査、モニタリング又はその他の手続きによって、有害動

植物の発生又は無発生に関するデータを収集し、記録する

公的な手順 
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調査 
survey 

ある有害動植物の個体群の特性又はある地域内にいかなる

種の有害動植物が発生しているかを決定するために一定期

間に渡って実施される公的な手続き 

一時的発生* 
transience* 

定着に結びつくと予想されない有害動植物の存在。 
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必要条件の概要 
有害動植物記録は、ある地域における有害動植物のステータスを確立するために使われる

情報の重要な構成要素である。すべての輸出入国は、危険度解析に用いる有害動植物のス

テータス、輸入規則の制定及び適合状況、並びに有害動植物無発生地域の設定及び維持に

関する情報を必要とする。 
 
有害動植物記録は、有害動植物の存在又は非存在、観察の時間及び場所、適切な場合には

寄主、並びに観察された被害に関する情報を提供し、又、個々の観察に関する参考文献及

びその他の関連情報を提供する。有害動植物記録の信頼性は、収集者/同定者、技術的同定
手段、記録の場所及び日付、並びに記録の保存/公表に関するデータの検討に基づく。 
 
有害動植物ステータスの判定は、ある地域における有害動植物の現在の発生情報に関する

専門家の判断を必要とする。有害動植物ステータスは、個々の有害動植物記録、調査によ

る有害動植物記録、有害動植物非存在に関するデータ、一般サーベイランスの結果、並び

に科学刊行物及びデータベースからの情報を用いて行われる。 
 
本基準では、様々な最終判定を織り込んだ三つの範疇を用いて有害動植物ステータスを概

説する:  
 
- 有害動植物の存在 -「国の全部分に存在している」、「一部の地域にだけ存在している」
などの判定につながる 

- 有害動植物の非存在 -「有害動植物記録なし」、「有害動植物は根絶された」、「有害動植
物はもう存在しない」などの判定につながる 

- 有害動植物の一時的発生 -「措置不可」、「措置可能、サーベイランス中」、「措置可能、
根絶中」などの判定につながる。 

 
有害動植物の発生、突発的発生、若しくはまん延の報告義務を満たす上で締約国間の国際

協力を容易にするため、国家植物防疫機関(NPPO)の他、有害動植物の存在、非存在又は一
時的発生の記録に関わる機関又は人々は、良好な報告慣行に従うべきである。これらの慣

行は、有害動植物記録に正確で信頼できるデータを使うこと、有害動植物ステータスの情

報を適時に共有すること、関係各国の正当な利益を尊重すること、並びにこの基準の有害

動植物ステータス判定を検討に入れることに関係する。 
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ペストステータスの決定に関する一般的必要条件 
 

 
1.  ペストステータス決定の目的 
 
有害動植物記録は証拠書類1であり、記述された状況下でのある地域内、通常はある国 内で
の特定の場所並びに特定の時点での特定の有害動植物の存在又は非存在を示す。有害動植

物記録は、他の情報と共に、当該地域における所定の有害動植物のステータスを決定する

ために用いられる。 
 
一般に、信頼できる有害動植物記録の提供並びに有害動植物ステータスの判定は、国際植

物防疫条約(IPPC)の下で、並びに ISPM No.1:の「国際貿易に関する植物検疫の原則」、及び
そこから発展した植物検疫措置に関する国際基準によって扱われる多数の活動の重要な要

素である。 
 
輸入国は、以下のために有害動植物ステータス情報を必要とする:  
 
- 他国に存在する有害動植物に関する病害虫危険度解析(PRA) を実施する 
- 有害動植物の入り込み、定着若しくはまん延を防ぐために植物検疫規則を制定するため 
- 非検疫有害動植物の規制を目的として、自国領域内における非検疫有害動植物に関する

PRA を実施するため。 
 
輸出国は、以下のために有害動植物ステータス情報を必要とする:  
 
- 輸入国の規制有害動植物に感染した荷口を輸出しないことによって、輸入規則と適合す

るため 
- 他国の領域における有害動植物に関する PRA の目的での他国からの情報の要請を満た
すため。 

 
全ての国は、有害動植物ステータス情報を以下のために用いることができる:  
 
- PRAの目的のため 
- 国家、地方若しくは国際的な有害動植物管理計画を練るため 
- 国家的な有害動植物一覧表を確立するため 
- 湯が移動植物無発生地域を確立し、及び維持するため。 
 
地域、国及び地方の有害動植物のステータスに関する情報を用いて、有害動植物の世界的

分布を確立することができる。 
 
2.  有害動植物記録 
 
2.1  有害動植物記録 
ISPM No.7:「サーベイランスのためのガイドライン」は、一般サーベイランス及び特定調査
からの情報要素のうち、有害動植物記録に含め得るものを記述する。有害動植物記録に必

要な基本情報は、以下を含む:  
 
- 当該生物の最新の学名、必要に応じて亜種的な用語 (系統、生態型など) も含む 
- 生活段階若しくは生活状態 
                                                      
1電子文書も含む。 
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- 分類群 
- 同定法 
- 記録された年、及び既知の場合には月。 通常、日まで必要なのは特別な状況だけであ
る (例えば、特定有害動植物の最初の発現、有害動植物モニタリング)  

- 場所、例えば、位置記号、所番地、地理座標。保護された栽培下 (例えば、温室）にあ
ったかどうかのような重要な条件は表示されるべきである。 

- 必要に応じて、寄主の学名 
- 必要に応じて、寄主の被害、又は収集の状況 (例えば、トラップ若しくは土壌試料)  
- 発生率、有害動植物存在の水準又は有害動植物数の表示 
- もしあれば、参考文献。 
 
有害動植物記録の作成における協議のために、文献一覧表をこの基準の付属書に記載する。 
 
2.2  信頼性 
有害動植物記録情報は、多くの情報源から入手可能であり、その信頼性の水準は様々であ

る。一部の主要要素を以下の表に示す。本表は、相対的な信頼性の高い順に示しているが、

順位は厳格なものではなく、単に記録を評価する手引きとして用意されたものであること

を認識すべきである。特に、有害動植物によって同定に必要な専門知識の水準が異なると

ことに留意すべきである。 
 
NPPOは、要請に応じて有害動植物記録に関する正確な情報を提供する責任がある。 
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表：有害動植物記録の信頼性を評価するための手引き(情報源は、信頼性の高い順に記載さ
れた)  
 
1. 収集者・同定者 
a. 分類学専門家 
b. 職業的専門家、診断者 
c. 科学者 
d. 技術者 
e. アマチュア専門家 
f. 非専門家 
g. 収集家・同定者が不明 
 
2. 同定手法 
a. 生化学的若しくは分子的診断による識別 (もしあれば)  
b. 公的保存機関に保管された標本若しくは培養株、専門家による分類学的記載 
c. 一般の保存書にある標本 
d. 記述及び写真 
e. 目視的記載のみ 
f. 同定方法が不明 
 
3. 場所及び日付 
a. 境界設定調査若しくはは発見調査 
b. 他のほ場調査若しくは生産物調査 
c. 偶然の若しくは副次的なほ場観察。場所/日付が不明確な場合もある 
d. 生産物若しくは副産物表面/内部の観察;輸入時における検出 
e. 正確な場所及び日付は不明 
 
4. 記録/公表 
a. NPPO記録/RPPO刊行物 (審査された場合)  
b. 審査された科学術誌若しくは技術誌 
c. 公的な歴史的記録 
d. 審査されていない科学誌若しくは技術誌 
e. 専門的愛好家の刊行物 
f. 未発表の科学的若しくは技術的文書 
g. 非技術的刊行物; 定期刊行雑誌/新聞 
h. 私信; 非公表 
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3.  ある地域におけるペストステータス 
 
3.1  ある地域におけるペストステータスの記述 
有害動植物ステータスの判定は、ある地域における有害動植物の現在の分布に関する専門

家の判断を必要とする。この判断は、有害動植物記録及び他からの情報の合成に基づく。

現在の状況の評価には、現在及び過去の両方の記録が使われる。有害動植物ステータスは、

以下の範疇の下で記述できる； 
 
3.1.1  存在 

有害動植物は、それが土着若しくは侵入したものであることを記録が示せば、存在す

る。もし有害動植物が存在し、並びに十分信頼できる記録があれば、その分布の特徴

を以下の例のような文言若しくは文言の組合せで明確化することできる:  
 

存在: 当該地域の全部 
存在: 一部地域のみに2  
存在: 特定された有害動植物無発生地域を除いて 
存在: 寄主作物が成育する地域の全部 
存在: 寄主作物が生育する地域の一部のみに3  
存在: 保護された栽培のみに 
存在: 季節的に 
存在: ただし、管理されている4  
存在: 公的防除の対象である 
存在: 根絶中である 
存在: 低発生である。 
 
他の類似の説明表現も適宜用いることができる。もし信頼できる記録がほとんどない

なら、分布の特徴を明確化することは難しいだろう。 
 
適宜に応じて、有害動植物の発生程度 (例えば、普通、時々、まれに) 並びに当該有
害動植物が関連寄主に与えた被害及び/又は損害の度合の特徴を明確化することも有
用である。 

 
3.1.2  非存在 

ある地域における一般サーベイランスデータに有害動植物の存在の記録がなければ、

有害動植物は存在しないか又はずっと存在していなかったと結論することが妥当で

あろう。この結論は、特定の非存在記録によって裏付けされる場合もある。 
 

また、有害動植物の存在を示唆する記録があっても、有害動植物は不在だと結論する

こともできる。このような様々な状況を以下に示す。非存在は特定調査によっても確

認されるかもしれない (ISPM No.6:「サーベイランスのためのガイドライン」参照) 。
この場合、「調査によって確認された」という文言を付けるべきである。同様に、有

害動植物無発生地域が適切な ISPMに従って設定される場合 (ISPM No.4：「病害虫無
発生地域設定のための必要条件」参照) 、「有害動植物無発生地域が宣言された」と
いう文言を付けるべきである。 

 
 

                                                      
2 可能なら特定する。 
3 可能なら特定する。 
4 以下に従って:(詳細を列挙) 
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非存在: 有害動植物記録なし 
一般サーベイランスが、有害動植物が、今現在不在であること並びに今まで一度も記

録されていないことを示す。 
 

非存在: 根絶された有害動植物 
有害動植物記録は、当該有害動植物が過去に存在したことを示す。文書化された有害

動植物根絶計画が実施され、成功した (ISPM No.9:「病害虫根絶計画のためのガイド
ライン」参照) 。サーベイランスは、継続的な非存在を確認する。 

 
非存在:もはや存在しない有害動植物 
有害動植物記録は、有害動植物が過去に一時的に発生したか又は定着したことを示す

が、一般サーベイランスは、有害動植物がもはや存在しないことを示す。理由には、

以下のものがありうる:  
 

- 有害動植物の存続に対する気候その他の自然の制限 
- 栽培寄主の変化 
- 品種の変化 
- 農業慣行の変化 

 
非存在: 無効な病害虫記録 
有害動植物記録は有害動植物の存在を示すが、以下の公式宣言がなされたような場合

には、当該記録が無効であるか又はもはや有効でないと結論される:  
 

- 分類学上の変更 
- 同定間違い 
- 間違った記録 
- 記録の再解釈が必要となるような国境の変更。 

 
非存在: 信頼できない病害虫記録 
有害動植物記録は、有害動植物の存在を示すが、以下の公式宣言がなされたような場合

には、判定により、当該記録が信頼できないと結論される:  
 

- 曖昧な命名法 
- 同定法若しくは診断法が時代後れ 
- 記録が信頼できないと見なされる(表を参照)。 

 
非存在: 検出のみ 
有害動植物が報告されたのは、搬入地点若しくは最初の仕向地の荷口、又は、引渡し、

処理又は廃棄前の係留中だけである。サーベイランスは当該有害動植物が定着していな

いことを示す。 
 
3.1.3  一時的発生 

有害動植物が存在するが、技術的評価に基づいて定着が予想されず、有害動植物ステ

ータスは一時的なものと見なされる。３つの種類の一時的発生がある。 
 

一時的発生: 行動不可 
有害動植物は、生き残ると予想されない個体の発生又は孤立した個体群としてのみ発

現されており、植物検疫措置は適用されていない。 
 

一時的発生: 行動可、サーベイランス中 
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当該有害動植物は、近い将来まで生き残るかもしれないが、定着するとは予想されな

い個体の発生又は孤立した個体群として発現されている。サーベイランスを含む適切

な植物検疫措置が適用されている。 
 
一時的発生:  行動可、根絶中 
当該有害動植物は、近い将来まで生き残るかもしれず、根絶のための植物検疫措置がなけ

れば定着するかもしれない孤立した個体群として検出されている。その根絶のため、適切

な植物検疫措置が適用されている。 
 
3.2  ある地域における有害動植物ステータスの決定 
有害動植物ステータスの判定は、NPPOが規定する。それの結果として、裏付け情報に基づ
いたある地域における有害動植物ステータスの最も適切な記述が決定される。 (第 3.1 節参
照) 。裏付け情報には、以下のようなものがある:  
 
- 個々の有害動植物記録 
- 調査に由来した有害動植物記録 
- 有害動植物非存在の記録及びその他の兆候 
- 一般サーベイランスの結果 
- 科学刊行物及びデータベースからの情報 
- 侵入又はまん延を防ぐために用いられる植物検疫措置 
- 有害動植物の不存在若しくは存在を評価する他の関連情報 
 
当該情報の信頼性及び整合性について検討すべきである。特に、相反する情報があるとき

は、慎重な判断が必要である。 
 
4.  推奨される報告の仕方 
締約国は、IPPC(新改訂版第８条 1a参照) の下で「有害動植物の発生、突発的発生若しくは
まん延」について報告する義務を負い、「ある地域における有害動植物ステータス」に関す

る情報も、本基準の条件の下で、この義務に含まれる。本基準は、報告義務に関するもの

でなく、報告される情報の品質に関するものである。正確な報告は、貿易を促進する国際

協力の不可欠な部分である。有害動植物の発見及びを怠り、又は不正確、不完全、不適時

若しくは誤解のある報告を行うことは、不当な貿易障壁の発生、又は有害動植物の侵入及

び/又はまん延を招く可能性がある。 
 
有害動植物記録の収集に関わる人々若しくは機関は、本基準の推奨事項に従い、並びに情

報を一般に報告する前に、正確かつ完全な詳細データを NPPOに提供するべきである。 
 
良好な報告慣行を守るため、NPPOは、以下のことを行うべきである:  
 
- ある地域における有害動植物ステータスを判定する際には、入手可能な最も信頼性の高

い適時な情報に基づいて行う 
 
- 各国間で有害動植物ステータス情報を交換する場合は、本基準に規定された範疇と有害

動植物ステータスの判定を検討に入れること 
 
- 有害動植物ステータスの変化、並びに特に新たに定着した有害動植物の報告について、

できるだけ早く貿易相手国の NPPOに、並びに必要に応じて、地域植物防疫機関(RPPO)
に知らせる 

 
- 輸出国における有害動植物ステータスの変化を示唆するような規制有害動植物の発現
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については、必ず当該輸出国に相談した後で、他の各国に報告する 
 
- 他国においてある有害動植物の記録が報告されていないことに気づいたときは、NPPO
は、問題の NPPOに通知及び可能なら相談した後でのみ、他国若しくは RPPOに報告し
てよい。 

 
- 有害動植物ステータス情報の交換は、実行可能な限り、IPPCの第７条(2j)及び第８条(1a
及び 1c)に従って、双方に受け入れられる手段及び言語で行う。 

 
- 間違った記録をできるだけ早く訂正する。 
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・付録．推奨参照文献． 
このリストは、参考としての使用のみを目的とする。これらの参考文献は、広く入手可能

であり、利用しやすく、一般に権威あるものと認められている。リストは、包括的なもの

でも固定的なものでもなく、また本 ISPMの下で標準として承認されたものでもない。 
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Crop protection compendium CD-ROM. CAB International, Wallingford, UK. 
Descriptions of fungi and bacteria. CAB International, Surrey, UK. 
Distribution maps of pests. CAB International, Wallingford, UK. 
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Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, El Salvador. 
Mammal species of the world: a taxonomic and geographical reference, 1982. Honacki 
et al. eds, Allen Press Inc., Kansas, USA. 
Plant pathologist’s pocketbook, 2nd ed., 1983. CAB International Mycological Institute, 
Surrey, UK (Arabic ed., 1990, CABI/FAO; Spanish ed., 1985, published by FAO 
Regional Office for Latin America and the Caribbean, Santiago, Chile, in cooperation 
with CABI). 
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Insects of economic importance: a checklist of preferred names, 1989. A.M. Wood, 
CAB International, Wallingford, UK. 

センチュウ 
Aphelenchidae, Longidoridae and Trichodoridae: their systematics and bionomics, 
1993. D.J. Hunt, CAB International, Wallingford, UK. 
Catalog of the Order Tylenchida, 1991. B.A. Ebsary, Agriculture 
Canada. NEMA-CD-ROM. CAB International, Wallingford, UK. 
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Standardization of Common Names for Plant Diseases, American Phytopathological 
Society, St. Paul, MN, USA. Searchable on the APSnet Internet site at: 
http://www.scisoc.org/resource/common/. 
Disease Compendium Series, American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 
USA. Distribution maps of plant diseases. CAB International, Wallingford, UK. 
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Plant diseases of international importance, 4 vols., 1992. Prentice Hall, NJ, USA. 
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Terrell et al., USDA Agricultural Research Service, Washington DC, USA. 
Grass Weeds 1 (1980), Grass Weeds 2 (1981), Monocot Weeds 3 (1982). Ciba-Geigy 
Ltd., Basle, Switzerland (English/French/German/Spanish). 
Index Kewensis. Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, UK. 
Plants and plant products, 1983. FAO Terminology Bulletin 25, Rome, Italy (English/ 
French/German/Spanish). 
Scientific and common names of 7,000 vascular plants in the United States, 1995. L. 
Brako et al., American Phytopathological Society, St. Paul MN, USA. 
Vascular plant families and genera, 1992. R.K. Brummitt, Royal Botanic Gardens, Kew, 
Surrey, UK. 
World weeds: natural histories and distribution, 1997. L.G. Holm et al., John Wiley & 
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Descriptions of plant viruses. Association of Applied Biologists, Institute of 
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Internet at: http://biology.anu.edu.au/Groups/MES/vide/refs.htm. 
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植物検疫措置に関する国際的な基準、ガイドライン及び勧告についての詳細情報並びに現

行刊行物の完全リストについては、下記にご連絡下さい:  
 

国際植物防疫事務局 
 
郵便： IPPC Secretariat 
 Plant Protection Service 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
 Viale delle Terme di Caracalla 
 00100 Rome, Italy 
 ファックス：+ (39) (06) 57056347 
 Eメール：ippc@fao.org 

またはウェブサイト閲覧先： 
 http://www.fao.org/WAICENT/FaoInfo/Agricult/AGP/AGPP/PQ/Default.htm 


