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１.背景 

コンパートメント主義とは、疾病発生地域にあっても、高度な衛生管理に

より、清浄であると認められる特定の動物亜群(以下「コンパートメント」

という｡)からの輸入を認める概念であり、2005 年に初めて OIE コードに規

定された(別添参考１)。 

世界有数の家きん育種企業(別添参考２)が所在する英国は、2009 年、同

国内における鳥インフルエンザ(AI)及びニューカッスル病の発生下におい

ても遺伝資源の輸出を安定的に行うべく、厳格に定められた標準作業手順書

(SOP)に基づき平時から高度なバイオセキュリティ対策を講じている家きん

育種企業をコンパートメントとして、企業下の各施設をコンパートメント施

設として認定するスキームを世界に先駆けて策定した。 

 このような中、2013 年 3 月、英国当局から、AI 等発生時においても英国

当局が認定したコンパートメント(現在、Aviagen 社のみ認定)からの種鶏初

生ヒナの輸入を認めてほしいとの要請を受けた。 

一方、我が国は、肉用原種鶏の約 90％を英国に依存している状況(別添参

考３)であり、家きんの伝染性疾病の侵入を防止しつつ、海外から我が国へ

の種鶏の輸入を安定化させることは、我が国の食料安定供給の観点からも重

要である。 

このため、英国での高病原性鳥インフルエンザ(Highly Pathogenic Avian 

Influenza: HPAI*)・低病原性鳥インフルエンザ(Low Pathogenic Avian 

Influenza: LPAI*)発生時において、コンパートメント(施設)から種鶏初生

ヒナの輸入を認めることにより、英国から我が国に HPAI・LPAI に感染した

種鶏初生ヒナが輸出され、本病が我が国に侵入するリスクの評価を行った。

※1：米国、カナダでの発生時においては、発生州からのみ輸入停止。 

※2：米国、カナダ、英国、フランス等での発生時においては、発生州(県)からのみ輸入停止。 

HPAI*発生時：全土から輸入停止 ※1 

LPAI*発生時：発生州から輸入停止 ※2 

コンパートメント(施設)からの輸入再開 

防疫措置完了後 90日以上経過後（清浄性認定後）：全土から輸入再開 

平時：全土から輸入可 

英国からの種鶏初生ヒナの輸入条件の検討内容(概要) 
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（なお、評価に当たっては、英国当局から資料提供を受けるとともに、2013

年 11 月には現地調査を実施した。） 

 

２.英国のスキーム等の評価  

(１)英国におけるコンパートメント(施設)の認定スキーム 

英国におけるスキームは、家きん育種企業・施設であって、かつ、グレー

トブリテン(※)内に所在する企業及び施設のみを対象とする。 

※英国はグレートブリテン（イングランド、ウェールズ、スコットランド）

及び北アイルランドからなる。 

英国のスキームは、①コンパートメント施設において平時から管理すべき

項目(CCP)のリスト（別添参考４参照)、管理プロトコル(各 CCP に対する衛

生管理措置の具体的な実施手段)等認定要件を規定した法規、②コンパート

メント(施設)として認定を受けるための申請や査察などの具体的手続、担当

当局及び認定を受けようとするコンパートメント(施設)の管理者の責任等

を規定した法規等から構成されている。 

英国当局は、これら法規等に基づき、企業や施設毎に策定されるバイオセ

キュリティプラン、SOP 等の審査、施設の査察等を行い、実際の施設の認定

手続を行っている。また、英国当局は、2年毎に全ての認定施設の再査察を

行うこととされている。なお、査察は、トレーニングを受けた APHA（Animal 

and Plant Health Agency: 英国当局の事業執行機関で、家畜衛生に関する

診断業務とフィールド業務を行う。）の査察官が行うこととされており、ま

た、コンパートメントにおけるサーベイランスのための検査は、APHA 又は

ISO17025 を取得している診断施設のみが行うこととされている。 

 

＜バイオセキュリティプラン(別添参考５)＞ 

コンパートメントにおいては、スキームに基づき、①企業により策定され

た各施設共通のバイオセキュリティプラン（包括的バイオセキュリティプラ

ン。コンパートメントを構成する全ての施設において平時から共通の高度な

バイオセキュリティ対策が講じられることを目的とするもの。）並びに② ①

を踏まえ各施設毎に策定された HACCP プラン（個別バイオセキュリティプラ

ン）及び個別バイオセキュリティプランに基づき作成された SOP に従って、

バイオセキュリティ対策が講じられる。これらは、リスク評価に基づき策定

され、発生を早期摘発するために実施されるパッシブ・アクティブサーベイ

ランスプログラムも含まれる。 

 

＜スキームにおける管理プロトコルの主なポイント＞ 

・コンパートメントを構成する施設は、周辺環境について AI 侵入リスクを

評価しなければならず、仮に周辺にリスクがある(周辺に野鳥が集まるよ

うな場所がある、養鶏施設がある等)場合には、リスク低減措置を講じな
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ければならないこととされている。 

・コンパートメントを構成する施設に対する種鳥・種卵の供給は、原則とし

て同一コンパートメント(又は英国当局が同等レベルと判断したコンパー

トメント)の施設のみから行われなければならず、仮に同等レベルと判断

されない施設から供給する場合、検疫・検査によりコンパートメントに属

する鳥と同じ衛生ステータスを有することの確認が必要となる。 

・国内における HPAI 発生時等、周辺における AIV 侵入リスクが高まった場

合においては、バイオセキュリティ対策（サーベイランス対策含む）の強

化等を行わなければならないこととされている。 

 

＜英国のスキームに基づき認定されたコンパートメント施設＞ 

2014 年 9月時点で認定されているコンパートメント施設は、Aviagen 社 1

社の、エリートストック(育種素材基礎鳥、ES)農場 15 施設、原原種鶏農場

17 施設、原種鶏農場 22 施設、孵卵場 2 施設、集卵センター1 施設の計 57

施設である。 

Aviagen 社の認定施設は、英国のスキームで規定された全ての要件を満た

しており、さらにこれに追加したリスク低減措置（種鶏群の臨床観察を 1

日 4 回実施することとしていること、周辺環境に関して施設の 2 マイル(約

3.2km)以内に家きん関連施設や野鳥が集まる湖等がないことを要件として

いること、集卵センター及び車両消毒施設を設置し、農場から孵卵場に直接

未洗浄・未消毒の車両や器具・器材が入場しない仕組みを採っていること等）

を講じている。(別添参考６，７) 

 

→英国の認定スキームに係る基準は、OIE コードや EU基準に則ったものと

なっており、また、具体的にリスク低減のための要件や認定のための手続

が規定されているため明確である。CCP には、AIV 侵入リスク低減のため

に考慮すべきバイオセキュリティ上の留意点が網羅されている。英国当局

の査察官は、企業・施設の審査・査察を行うためのトレーニングを受けて

いる。また、サーベイランスにおける検査診断機関は、一定レベルの能力

を有する機関に限られている。 

英国のスキームに基づき認定された Aviagen 社のコンパートメント施設

は、平時から同スキームに規定された要件を遵守し、策定したバイオセキ

ュリティプランや SOP に従って対応しており、また、英国国内において

AI が発生した場合には、バイオセキュリティ対策の評価、強化等、適切

な対応を講じている。 

そのため、英国当局は、施設を適切に認定し、監視することができると考

えられる。同社においては、AIV 侵入リスクを低減するための適切な措置

が講じられており、また、万が一同社の施設に AIV が侵入した場合には早

期に摘発し、適切に通報・対応ができると考えられる。 
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(２)英国における HPAI・LPAI 発生時における、英国当局によるコンパート

メント施設の扱い（別添参考８） 

英国における HPAI・LPAI 発生時には、英国当局は自らコンパートメント

施設も含め一旦全土の施設からの輸出を停止する。また、制限区域(HPAI の

場合発生農場から半径 10km、LPAI の場合発生農場から半径 1km)内に所在す

る施設は、コンパートメント施設も含め移動制限措置の対象となる。 

制限区域外の施設は、発生状況確認検査・リスク評価等が行われ、制限区

域の範囲が EUにより承認された上で、移動（他の EU加盟国への輸出）が再

開される。英国当局による貿易相手国への輸出再開の交渉はこの時開始され

る。 

制限区域内の施設は、一定の条件(検査室検査による発生がないことの確

認、厳格なバイオセキュリティ対策の実施等)を満たすことについて英国当

局が認めた場合に限って、移動制限措置の除外規定の適用を受けることがで

きる。 

 

→英国は、仮に同国で HPAI・LPAI が発生した場合、自ら全土からの輸出を

停止し、発生状況確認検査・リスク評価等を行った上で貿易相手国への

輸出再開の交渉を行うこととしている。また、制限区域内のコンパート

メント施設に対して移動制限除外規定が適用される場合においては、コ

ンパートメントに係るスキームに規定された要件と EU の AI 防疫指針に

規定された要件の両方を満たさなければならず、我が国は、輸入再開に

先立って要件を満たしたことを確認することが可能である。 

そのため、我が国へ輸出される家きん等の AI 感染リスクを低減させるこ

とが可能であると考えられる。 

 

３．総合評価 

以上のことから、英国当局は、施設を適切に認定し監視することができ、

英国のスキームに基づき英国当局により認定された施設は、施設への AI 侵

入リスクを低減するために必要な措置を網羅的に講じており、また、万が一

施設に AI が侵入した場合には早期に摘発し、通報し、対応することが可能

であると考えられる。さらに、英国での HPAI・LPAI 発生時において、英国

当局や認定施設が講じる措置により、我が国へ輸出される家きん等の AI 感

染リスクを低減させることが可能であると考えられる。 

そのため、英国での HPAI・LPAI 発生時において、英国スキームに基づき

英国当局が予め認定したコンパートメント施設からの輸入を認めても、英

国から我が国に HPAI・LPAI に感染した種鶏（初生ヒナ）が輸出され、本病

が我が国に侵入するリスクは極めて低いと考えられた。 

なお、以下のようなリスク低減措置を衛生条件等において規定すること
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が推奨される。 

 

(１)HPAI・LPAI 非発生下で、英国当局が認定したコンパートメントを日本

当局が評価・認定する。（企業単位で認定） 

  また、日本当局が必要に応じて施設を査察する権限や、認定施設に関し

て必要な情報の提出を求める権限を有する仕組みとする。 

(２)英国での HPAI 発生時においては、日本当局は一旦同国全土(LPAI の場

合発生州)からの輸入を停止する。 

(３)コンパートメントを構成する施設において HPAI・LPAI が発生した場合、

全てのコンパートメント施設からの初生ヒナの輸入再開は認めない。 

(４)一般農場において HPAI・LPAI が発生した場合、英国当局から提供され

る情報に基づき日本当局が発生状況等を確認した上で、一定の要件の下、

コンパートメント施設からの初生ヒナの輸入再開を認める。 

(５)北アイルランドに所在する企業・施設に対するコンパートメント主義の

適用について要請があった場合には、改めて評価を行う。 等 
 
 
 
 

 

 



 

（参考１）コンパートメント主義とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考２）家きんの生産構造と育種の流れ(例) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviagen,Cobb,Hubbard の 3 社で世界における肉用鶏の原原種鶏(GGPS)、

原種鶏(GPS)、種鶏(PS)の 90%近くを供給しており、英国にはこれら 3 社

が所在している。 

別添 



（参考３）我が国における肉用種鶏初生ヒナの輸入状況（仕出国別）（2013 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(参考４) 
＜農場における CCP のリスト＞ ＜孵卵場における CCP のリスト＞ 

１．施設の立地及び物理的外観 

２．衛生管理区域への人の入場 

３．衛生管理区域内での人の移動 

４．衛生管理区域への車両の入場 

５．衛生管理区域への種鳥の搬入 

６．施設（農場）への飼料の供給 

７．施設（農場）への敷料の供給 

８．衛生管理区域へのその他物品の搬入

９．鳥の追加又は除去 

１０．衛生管理区域からの種卵の搬出 

１１．死鳥や生物学的廃棄物の処分 

１２．鳥群の定期的監視：検査室検査 

１３．ハイリスク期間：追加的な予防措置

１４．生産量・死亡率の監視 

１５．鳥舎の消毒 

１６．再利用する機材の消毒 

１７．齧歯類のコントロール 

１８．職員訓練と SOP 

１．施設の立地及び物理的外観 

２．衛生管理区域への人の入場 

３．衛生管理区域への車両の入場 

４．衛生管理区域への種卵の搬入 

５．包装資材及びその他物品の衛生管理

区域への搬入 

６．施設からのヒナの搬出 

７．死鳥や生物学的廃棄物の処分 

８．孵化率及びヒナの生存力の監視 

９．ハイリスク期間：追加的な予防措置 

１０．内部のエリア及び固定器具の消毒 

１１．移動可能な機材の消毒 

１２．企業の車両の消毒 

１３．齧歯類のコントロール 

１４．職員訓練と SOP 

 

 

 

仕出国 
肉用鶏 

合計 
原種鶏 種鶏 

英国 
170,350 75,900 246,250 
（95.2%） [41.6%] <68%> 

フランス 
1,418 106,709 108,127 

（0.8%） [58.4%] <30%> 

米国 
7,164 - 7,164 
（4%） [0%] <2%> 

合計 
178,932 182,609 361,541 
(100%) [100%] <100%> 



（参考５） 

 

（参考６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 1 施設 2 施設 3 施設 4 

個別バイオセキュリティプラン（=HACCP プラン） 
：施設毎に作成。以下について詳細かつ具体的に記載 

a. 衛生管理実務（72h、他群の鳥に接しない） 
b. 人、物のフローを示す色分け施設マップ 
c. 車両の管理、移動記録 
d. ひな、種卵のトレサビリティ 
e. 汚染防止（包装、敷料、飼料、水、死体・・・） 
f. 洗浄・消毒 
g. 衛生動物コントロール（昆虫、ネズミ、野生動物） 
・・・  

包括的バイオセキュリティプラン 
一企業下にある全てのコンパートメント施設において、平時から共通の高度なバイオセキュ
リティ対策が講じられることを目的として策定されたもの。 



（参考７）家きん育種企業における流通時のバイオセキュリティ対策の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考８） 

種卵の輸送車両や器具・機材は、種卵を取り卸した後、集卵センターから離れた地点に設置された消毒場

で洗浄・消毒される。（洗浄・消毒されないまま農場間を行き来することがない。 


	（資料２）英国での高病原性・低病原性鳥インフルエンザ発生時におけるコンパートメント施設からの種鶏初生ヒナの輸入に係るリスク評価概要
	（資料２ー別添）

