
1 
 

 

 

 

 

 

乳及び乳製品の動物検疫における取扱いにかかる 

リスク評価報告書 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年 3月 17日 

消費・安全局 動物衛生課   



2 
 

 

  

 頁 

目 次 ・・・ ２ 

１．背 景 ・・・ ３ 

   別紙 ・・・ ４ 

別記１－１ 輸出検疫協議の状況 ・・・ ５ 

別記１－２ 動物検疫システムの相互認証に係る協議 ・・・ ７ 

別記２   現行の乳及び乳製品の動物検疫における取扱い ・・・ ８ 

別記３   OIE における乳・乳製品の動物検疫上の取扱い ・・・１３ 

別記４   主要国における乳・乳製品の動物検疫上の取扱い ・・・１５ 

別記５   近年の乳・乳製品の輸入状況 ・・・１６ 

  

２．リスク評価 ・・・１７ 

  （１）リスク評価の範囲 ・・・１７ 

  （２）ハザード ・・・１７ 

  （３）リスク評価の方法 ・・・１７ 

  （４）リスク評価（小分類別） ・・・２２ 

  （５）リスク評価の結果 ・・・５１ 

３．リスク管理措置（案） ・・・５４ 

  

参考１．飼料用乳及び乳製品の利用状況について ・・・５５ 

参考２．食品衛生法における乳及び乳製品の取扱いについて ・・・５８ 

参考３．関税法における乳及び乳製品の取扱いについて ・・・６３ 

参考４．エコフィードの利用状況について ・・・６４ 



3 
 

１．背景  

（１）現在、我が国畜産物の輸出促進のため、「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦略」

に従って検疫協議を推進(別記１－１)している中、今般の TPP 協定大筋合意により諸

外国への市場アクセス改善が見込まれ、協議の加速化の必要性が高まっている。 

 

（２）こうした状況を踏まえ、現在、米国及び欧州と動物検疫システムの相互認証に係る協

議を実施(別記１－２)するなど、検疫協議を戦略的に実施しているが、協議において

は、相手国により我が国の動物検疫体制が評価されることから、国際基準や諸外国と

同等の水準の検疫体制を構築しておくことが必要となる。 

 

（３）一方、我が国は、乳・乳製品のうち「生乳」のみを動物検疫の対象としている（別記

２）が、畜産をめぐる状況の変化やアジアにおける乳業の発展がみられる中、今後、

口蹄疫非清浄地域を含む多様な国・地域において生産される乳・乳製品の我が国への

輸入が見込まれるところ。 

 

（４）こうした状況を踏まえ、また、これまで生乳を除く乳・乳製品を動物検疫の対象とし

ていなかった状況や諸外国における状況も考慮し、乳・乳製品のうち、輸入量が多量

で主に原料として輸入されると考えられるもの、言い換えると、個人消費用である携

行品、及び、加工度が高い、乳・乳製品を原料として製造された一部の製品を除く乳・

乳製品について、評価することとした。（別紙） 

 

（５）なお、国際基準（OIE コード）において、乳・乳製品の輸入に際し、口蹄疫等を対象

として輸入条件を課し検査証明書を求めるべき旨の規定が設けられており(別記３)、

また、欧米諸国等主要な国においては、輸入される乳・乳製品を対象として動物検疫

を実施している（別記４）。 

 

（６）また、近年の乳・乳製品の輸入状況は別記５のとおり。 
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別紙
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別記１－１ 輸出検疫協議の状況 
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別記１－２ 動物検疫システムの相互認証に係る協議 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

別記２ 現行の乳及び乳製品の動物検疫における取扱い 

動物検疫の仕組みについては、家畜伝染病予防法により定められており、輸入禁止に

ついては、同法第３６条及び同法施行規則第４３条に、また、動物検疫における輸入検

査・輸出検査の対象となる物品は、同法第３７条、第４５条及び同法施行規則第４５条

により「指定検疫物」として定められている。 

指定検疫物の輸入検査に際しては、輸出国政府機関が発行した「監視伝染病の病原体

を広げるおそれがない」旨の検査証明書の添付が必要となる。また、指定検疫物の輸出

検査に際しては、家畜防疫官の検査を受け、輸出検疫証明書の交付を受ける必要がある。 

現在、乳・乳製品のうち、「生乳」のみが指定検疫物として規定されており、それ以

外の乳及び乳製品については、指定検疫物とされていない。 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜検疫対象となる畜産物等＞ 

（１） 卵 

（２） 骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱、臓器 

（３） 骨粉、肉粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉、臓器粉 

（４） 生乳、精液、未受精卵、受精卵、糞、尿 

（５） ハム、ソーセージ、ベーコン 

（６） 穀物のわら及び乾草 
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＜家畜伝染病予防法施行規則 第４３条の表＞



10 
 

家畜伝染病予防法（抜粋） 

 第四章 輸出入検疫等 

（輸入禁止） 

第三十六条 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究

の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産

大臣の許可を受けたときは、この限りでない。  

一  農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経

由した第三十七条第一項各号の物であつて農林水産大臣の指定す

るもの  

二  次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体 

イ 監視伝染病の病原体 

ロ 家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外

のもの 

 

 （輸入のための検査証明書の添付）  

第三十七条  次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの（以下「指

定検疫物」という。）は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、

その検疫の結果監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないこと

を確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付

してあるものでなければ、輸入してはならない。  

   一  動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装  

   二  穀物のわら（飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で

定めるものを除く。）及び飼料用の乾草  

   三  前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体をひろげるおそれが

ある敷料その他これに準ずる物  

 

（輸入検査）  

第四十条  指定検疫物を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け

出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及

び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体をひ

ろげるおそれの有無についての検査を受けなければならない。 

 

（輸出検査） 

第四十五条 次に掲げる物を輸出しようとする者は、これにつき、あらかじめ、

家畜防疫官の検査を受け、かつ、第三項の規定により輸出検疫証明

書の交付を受けなければならない。 

   一 輸入国政府がその輸入に当たり、家畜の伝染性疾病の病原体をひろ

げるおそれの有無についての輸出国の検査証明を必要としている

動物その他の物 

   二 第三十七条第一項各号に掲げる物であって農林水産大臣が国際動
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物検疫上必要と認めて指定するもの 

 ３   家畜防疫官は、第一項の規定による検査の結果、その物が家畜の伝

染性疾病の病原体をひろげるおそれがないと認められるときは、農

林水産省令の定めるところにより、輸出検疫証明書を交付しなけれ

ばならない。 
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家畜伝染病予防法施行規則 

（輸入の禁止） 

第四十三条 次の表の上欄に掲げる地域(その地域に属する諸島を含む。)から

発送され、又はこれらの地域を経由した同表の相当中欄に掲げる物

は、法第三十六条第一項第一号 の農林水産省令で定める地域から

発送され、又はこれらの地域を経由した同号 の農林水産大臣の指

定する物とする。 

            （表は略） 

 

（指定検疫物）  

第四十五条  法第三十七条第一項 の指定検疫物は、次のとおりとする。  

一  次に掲げる動物及びその死体 

 イ 偶蹄類の動物及び馬 

 ロ 鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、が

ちようその他のかも目の鳥類（以下「かも類」という。）（これらの初

生ひなであつて、農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫

官の指示に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないで

そのまま輸出されるものを除く。） 

 ハ 犬（農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に従

いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸出

されるものを除く。） 

 ニ うさぎ（農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示

に従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま

輸出されるものを除く。） 

 ホ 蜜蜂（農林水産大臣が定める要件に該当し、かつ、家畜防疫官の指示に

従いその輸入に係る港又は飛行場の区域外に移動しないでそのまま輸

出されるものを除く。） 

二  鶏、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥及びかも類の卵  

三  第一号の動物の骨、肉、脂肪、血液、皮、毛、羽、角、蹄、腱及び臓器  

四  第一号の動物の生乳、精液、受精卵、未受精卵、ふん及び尿  

五  第一号の動物の骨粉、肉粉、肉骨粉、血粉、皮粉、羽粉、蹄角粉及び臓

器粉  

六  第三号の物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン  

七  第四十三条の表の上欄に掲げる地域（その地域に属する諸島を含む。）

から発送され、又はこれらの地域を経由した穀物のわら（飼料用以外の

用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。）及び飼料用の

乾草  

八  法第三十六条第一項 ただし書の許可を受けて輸入する物 

 

 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%88%ea%98%5a%98%5a&REF_NAME=%96%40%91%e6%8e%4f%8f%5c%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80%91%e6%88%ea%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000001000000001000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%98%5a%96%40%88%ea%98%5a%98%5a&REF_NAME=%93%af%8d%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000001000000001000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000001000000001000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003600000000001000000001000000000
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別記３ OIEにおける乳及び乳製品の動物検疫上の取扱い 

   OIE コード（動物衛生規約）は、OIE が策定した「動物及び動物由来製品の国際貿易

に関する衛生基準」であり、WTO 加盟国は、SPS 協定に基づき、OIE コードに基づく

衛生措置を講じることが認められている。 

  

 

定義（OIE コード Glossary） 

乳  ：添加や抽出をすることなく、1 つもしくは 1 つ以上の搾乳場（milkings）か

ら得られた搾乳動物（milking animal）の通常の乳分泌物 

乳製品：乳の加工によって得られた生産物 

 

１． 口蹄疫に係る条件 

第 8.8.24.条 FMD 清浄国もしくは地域（ワクチン接種又は非接種）又は FMD 清浄コ

ンパートメントからの輸入に関する勧告  

（人の消費を目的とする乳及び乳製品並びに飼料への使用又は農業もしくは工

業利用を目的とする動物（FMD 感受性動物）由来の生産物について ） 

 

獣医当局は、これらの生産物が FMD 清浄国、地域もしくはコンパートメントに飼養

されていた又は第 8.8.10 条、第 8.8.11 条もしくは第 8.8.12 条に従い輸入された動

物からのものであることを証明する国際獣医証明書の提示を要求するものとする 

 

第 8.8.25.条 公式コントロールプログラムを有する FMD汚染国からの輸入に関する

勧告  

（乳及び乳製品について ） 

 

獣医当局は、次に掲げる事項を証明する国際獣医証明書の提示を要求するものとす

る。  

1. これらの生産物が次にかかげる要件を満たしていること。  

a) 乳収集の時点で FMD に感染していない又は感染しているおそれのない施設に由

来していること。  

b) 第 8.8.35 条及び第 8.8.36 条に記載される方法の一つに適合して、FMD ウイルス

の殺滅を保証するよう加工されていること。  

2. FMD ウイルスの感染源となるおそれのある物と当該製品との接触を避けるために

必要な予防措置が、加工後にとられていること。 

 

Article 8.8.35. 人の消費用の乳及びクリーム中の FMDウイルスの不活化法  

人の消費用の乳及びクリーム中に存在するウイルスの不活化のため、次に掲げる方法

のいずれか一つが利用されるものとする。  

1. 最低 132℃で少なくとも 1 秒間加熱する殺菌（超高温〔UHT〕）  

2. 当該乳の pH が 7.0 未満の場合には、最低 72℃で少なくとも 15 秒間加熱する殺菌

（高温〔HTST〕）  

3. 当該乳の pH が 7.0 以上の場合には、HTST の 2 回適用 
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Article 8.8.36. 動物消費用乳中の FMD ウイルスの不活化法  

動物の消費用の乳中に存在するウイルスの不活化のため、次に掲げる方法のいずれか

一つが利用されるものとする。  

1. HTSTの 2 回適用  

2. pH6 で少なくとも 1 時間維持する又は脱水を組み合わせた少なくとも 72℃の追加

加熱など、もう一つの物理的処理を組み合わせた HTST  

3. 第 2 号に記載されるもう一つの物理的処理を組み合わせた UHT 
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別記４ 主要国における乳及び乳製品の動物検疫上の取扱い 

 米国 EU 豪州 NZ 

食用乳

製品の 

輸入条

件 

 APHIS が口蹄疫・牛疫清

浄国を認定。 

 口蹄疫・牛疫清浄国産の

ものについては、口蹄

疫・牛疫清浄国で生産さ

れたこと、口蹄疫・牛疫

非清浄国を経由してい

ないことの証明書の添

付が必要。 

 非清浄国産のものにつ

いては、殺菌処理等が行

われた旨の証明書の添

付が必要。 

 

 

 EU が口蹄疫の清浄性に応じ

て輸入可能国を 3 つのカテゴ

リーに分類。 

 カテゴリーに応じた殺菌処理

等が行われた旨の証明書の添

付が必要。 

 

 

 豪州が口蹄疫清浄国を認定。 

 口蹄疫清浄国産のものにつ

いては、パーミットを取得す

ることにより輸入可能。NZ

産のものについてはパーミ

ット不要。 

 口蹄疫非清浄国産のものに

ついては、一部の商品（レト

ルト等）を除き輸入不可。 

 

 

 NZ が輸入可能国を認

定。 

 EU 及びスイス産のもの

については、輸出国政府

が認定した施設で処理

された等の証明書の添

付が必要。豪州産のもの

については証明書不要。 

 その他の国については、

殺菌処理等が行われた

旨の証明書の添付が必

要。 

 

 

飼料用

乳製品

の 

輸入条

件 

 殺菌処理等が行われた旨の証

明（口蹄疫清浄性の証明によ

り加熱要件緩和）の添付が必

要。 

 

 

 

 

 

 NZ 以外からは輸入不可。 

 NZ 産のものについてはパー

ミット必要。 

 

 

 

 

 

 豪州産のものについて

は、規定の殺菌処理が行

われた旨の証明書の添

付が必要。 

 日本、米国、カナダ、EU

等について規定の殺菌

処理がなされたこと等

の証明書の添付が必要。 
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別記５ 近年の乳・乳製品の輸入状況 

品目 
（HS コード） 

年度 輸入状況 

全体(トン) 主要な輸出国 

乳、クリーム等 2014      18 ドイツ 
アラブ首長国連邦 
英国 

(0401) 2013       5 

 2012      10 

脱脂粉乳、濃縮乳類 2014  39,367 

ニュージーランド 
オーストラリア 
米国 

(0402) 2013  34,128 

 2012  32,824 

うち 飼料用脱脂粉乳 

(040210216,040210217, 
040221216) 

2014  15,946 

2013  21,790 

2012  25,406 

発酵乳 2014      74 米国 
ギリシャ 
オーストラリア 

(040310) 2013     113 

 2012     201 

バターミルク 2014       1 オランダ 
米国 
ドイツ 

(040390) 2013       1 

 2012      12 

ホエイ 2014  40,629 

米国 
トルコ 
オーストラリア 

(040410, 040490) 2013  55,335 

 2012  56,337 

うち 飼料用ホエイ 

(040410141,040410181,
040410131,040410171) 

2014  21,164 

2013  30,265 

2012  31,334 

バター類 2014  11,659 ニュージーランド 
オランダ 
アメリカ 

(0405) 2013   4,386 

 2012  10,836 

チーズ 2014 194,384 オーストラリア 
ニュージーランド 
アメリカ 

(0406) 2013 229,798 

 2012 238,064 

乳糖 2014  59,097 アメリカ 
ドイツ 
オランダ 

(1702) 2013  68,075 

 2012  66,250 

カゼイン 2014  11,772 ニュージーランド 
デンマーク 
ドイツ 

(3501) 2013  12,835 

 2012  13,016 

アルブミン類 2014   9,044 ニュージーランド 
オランダ 
イタリア 

(3502) 2013  11,037 

 2012  10,192 
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２．リスク評価 

（１）リスク評価の範囲； 

乳及び乳製品（携行品及び乳製品を原料として製造された一部の製品を除く。） 

   

（２）ハザード；口蹄疫ウイルス 

 

（３）リスク評価の方法 

乳及び乳製品を形状、加工状況、用途等に基づき、のべ 24 の小分類として細分化し、

小分類ごとに表１の「リスク評価シート」記載要領に従い、侵入リスクの評価結果を

取りまとめた。なお、乳及び乳製品の一般的な加工処理工程は図１のフローチャート

のとおり。また、輸入された乳及び乳製品の流通イメージは図２のフローチャートの

とおり。 

侵入リスクの評価においては、乳及び乳製品による口蹄疫の侵入リスクを低減させる

効果のある処理として、①加熱及び②酸性化を判断の基準とし、加えて、工業的に（商

業的に）生産されることで、衛生的かつ均質に扱われているか等を考慮し、「高」「低」

「極低」「無視可」の４段階に評価した（※）。なお、評価に当たっては、原則として

輸出国において口蹄疫が存在することを前提として検討した。 

 

高    ：口蹄疫ウイルスを不活化するのに有効な処理を経ていない又は経ている

か不明であるため 

低    ：製造工程における加熱、酸性化等により、ある程度のウイルスの不活化

が見込まれるため 

極低  ：製造工程における加熱、酸性化等の工程が２回あるいは２種類繰り返さ

れること等により、相当程度のウイルスの不活化が見込まれるため 

無視可：製造工程における加熱、酸性化等の工程が複数回あるいは複数種繰り返

されること等により、ウイルスの不活化が見込まれるため 

 

（※） 

リスク評価における４段階の分類の仕方・考え方に関し、参考として、以下の論文を紹介

する。 

 

「乳・乳製品を介した口蹄疫の拡大のリスク」と題した論文（A.l. Donaldson, Risks of 

spreading foot and mouth disease through milk and dairy products. Rev. sci. tech. 

Off. int. Epiz., 16(1), 117-124,1997）によると、 

殺菌乳の製造におけるシナリオとして以下の５つのステップを想定し、 

＜ステップ１＞ 

ある農場で搾乳中の牛群の 10％に感染が起きたと仮定する。 

この感染牛由来のミルクに含まれるウイルス量は最大 106.6 ID50/mL 

＜ステップ２＞ 

この感染牛由来のミルクは非感染牛のミルクと混合され、バルクタンクに移

される。 

この段階でウイルス力価は 10～50 倍に希釈される。 



18 

 

このため、バルク乳に含まれるウイルス量は 104.9 ID50/mL ～ 105.6ID50/mL と

なる。 

  ＜ステップ３＞ 

製乳工場において上記バルク乳はさらに非感染牛由来のミルクと混和され希

釈される。 

ミルク中の細胞片などが濾過され、細胞塊に含まれるウイルスが除去される。 

以上のため、ウイルス量はさらに低減されることから、103.9 ID50/mL （106.9 

ID50/L）となる。 

  ＜ステップ４＞ 

HTST（72℃、15 秒）の加熱により、ウイルス力価は 104.0 ～ 105.0 ID50低下す

る。 

よって、HTST（72℃、15秒）の１回の加熱処理後のミルク中のウイルス量は、

101.9 ～ 102.9 ID50/L となる。 

  ＜ステップ５＞ 

経口（摂取）感染による豚の感染閾値を 105.0 ID50、牛の感染閾値を 106.0 ID50

とすると、豚が感染するためには、HTST（72℃、15 秒）の１回の加熱処理後

のミルク 100L～1,000L以上を飲む必要がある。同じく、牛が感染するために

は、1,000L～10,000L の同ミルクを飲む必要がある。 

 

通常の集乳と殺菌工程を経ると、相当程度のウイルスの不活化が見込まれ、通常感染は

起こりえないだろう。ただ、例外的には、牛がウイルスを含むミルクを吸入することに

よる経気道感染や口腔粘膜に損傷があって経皮感染が起きた場合にはこのシナリオは

成立せず感染が起こってしまう。 

とされている。 

本リスク評価において、侵入リスクを「極低」、すなわち「相当程度ウイルスの不活化が

見込まれるもの」に分類されたものは、上記論文における殺菌乳のような状態のものを指

している。 

 

 

＜用語の定義＞ 

工業生産品  製造を業としている者により一定の品質管理下で工業的に生産され、市

場に流通しているもの。ラベル等の外観からこのような過程を経て製

造されていると容易に判断できるものを含む。 

製品     工業生産品 

調整品    畜産物以外の材料との混合、成形、加熱等の加工・調理がなされたもの。 

最終使用形態 一般消費者が消費又は利用する形態。包装の状態を問わない。 

食用（飲用） 人が食品として摂取する目的のもの。 
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[表１] 

「リスク評価シート」の記載要領 

 

小分類ごとに、以下の赤字の内容について記載する。 

小分類名 

（乳- ）リスク評価の対象となる輸入乳・乳製品の一般的な名称 

畜産物の定義  

当該小分類として取り扱う乳・乳製品の定義 

 

畜産物の特徴 

当該輸入乳・乳製品の加工工程、輸入後に想定される加工、用途の詳細等、 

リスク評価に資する情報 

 

 

用  途  食用・ＰＦ・飼料・医療・試験研究・工業・化粧品・その他（       ） 

 想定される輸入時の用途 

工業生産品   

該当 ・ 非該当  

当該乳・乳製品が工業生産品（製

品）であるかどうか 

 

輸入形態  

小売形態 ・ 加工原料 ・ その他（   ）  

一般消費者が購入可能な流通形態に加工包装されている

場合には「小売形態」、輸入後に加工施設に搬入され、

加工原料として利用される場合には「加工原料」、輸入

後に加工することなく単に小分けして包装する場合、飲

食店等に販売されて客に提供されると想定される場合等

では「その他」 

食用販売用   

該当 ・ 非該当 

食品衛生法に基づく規制対象で

あるかどうか 

輸入後の加工   

有り ・ 無し 

輸入後にハザードの不活化効果のある加工がなされるか

どうか 

製品例、その他畜産物の識別に有用な情報 

当該小分類に該当することが想定される具体的な製品の事例 

侵入リスク評価    無視可 ・ 極低 ・ 低 ・ 高 

 

 

 

 
  
 

 


