
アジアにおけるASFの発生状況

中国
初発生：2018年8月3日
発生数：165件
最新の発生：陝西省
豚、いのしし飼養頭数：約4億3500万頭

モンゴル
初発生：2019年1月9日
発生数：11件
豚、いのしし飼養頭数：約3万1900頭

カンボジア
初発生：2019年3月22日
発生数：13件
豚、いのしし飼養頭数：約193万頭

※ OIE報告等の情報を元に作成

発生日：OIE報告による発生が確認された日

飼養頭数：FAO統計(2017)による

※2019年8月23日より、中国における疫区解除地点を

通常の発生地点と同様の標記としました。

また、発生件数をOIEへの報告件数に統一しました。

香港
初発生：2019年5月2日
発生数：3件 ※同一のと畜場における発生
豚、いのしし飼養頭数：約16万頭

北朝鮮
初発生：2019年5月23日
発生数：1件
豚、いのしし飼養頭数：約260万頭

ラオス
初発生：2019年6月2日
発生数：141件
豚、いのしし飼養頭数：約387万頭

ミャンマー
初発生：2019年8月1日
発生数：4件
豚、いのしし飼養頭数：約1800万頭

フィリピン
初発生：2019年7月25日
発生数：40件
豚、いのしし飼養頭数：約1243万頭

：2018年8月以降発生があった国、地域

：発生箇所

※赤字は更新箇所

計 （中国） 165件（148農場/村、7施設、8車両）（野生いのしし2か所）（22省、5自治区、4直轄市）
（ベトナム） 5941件（5941農場/村）（58省、5直轄市）
（モンゴル） 11件（11農場/村）（6県）
（カンボジア） 13件（13農場/村）（5州）
（香港） 3件（施設）※同一のと畜場における発生
（北朝鮮） 1件（1農場/村）
（ラオス） 141件（137農場/村、2施設）（野生いのしし2か所）（1都、14県）
（ミャンマー） 4件（4農場/村）（1州）
（フィリピン） 40件（40村）（1都、4州）
（韓国） 60件（14農場）（野生いのしし46か所）（2道、1広域市）
（東ティモール）100件（100農場）（1県）
（インドネシア） 392件（裏庭農場）（1州）

2019年12月17日現在

韓国
初発生：2019年9月17日
発生数：60件
豚、いのしし飼養頭数：約1127万頭

東ティモール
初発生：2019年9月9日
発生数：100件
豚、いのしし飼養頭数：約39万頭

ベトナム
初発生：2019年2月1日
発生数：5941件
豚、いのしし飼養頭数：約2740万頭

インドネシア
初発生：2019年9月4日
発生数：392件
豚、いのしし飼養頭数：約814万頭
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第２回OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門家会合の結果概要

（１）日時、場所 令和元年７月３０日（火）、３１日（水）、日本（東京）

（２）参加者 日本、中国、韓国、ベトナム、カンボジア、モンゴル、台湾、

ラオス、タイ、ミャンマー、フィリピン、香港の首席獣医官や

アフリカ豚コレラ防疫担当者、OIE、FAO、ASF専門家（欧州、アジア）等

合計約50名が参加

（我が国からは、𠮷𠮷川農林水産大臣、熊谷動物衛生課長らが出席）

（３）開催目的・背景

アジア地域におけるアフリカ豚コレラの拡大防止と清浄化に向けた地域の連携と情報共有を強化するため、

OIEとFAOによるGF-TADs（越境性動物疾病対策の国際的枠組み）のもと、アジア地域アフリカ豚コレラ専門家

会合が設立され、本年４月、中国（北京）で設立会合を開催。

（４）概要

〇 我が国が第２回会合を主催し、発生状況と対策を共有するとともに、水際検疫やバイオセキュリティなど
の技術的課題について議論を実施。

○ 𠮷𠮷川農林水産大臣から、地域の特性を考慮した対策が重要であるとして、

① 各国政府と関係機関が連携し、リスクのある物品を持ち出さず、持ち込まない基本的な衛生管理の徹底、

② 農場におけるバイオセキュリティの徹底、

③ 水際検疫やバイオセキュリティの意義や重要性を理解するための効果的で

継続的な教育や啓発活動、分かりやすいメッセージの発信

の重要性を強調するとともに、会合を通じてアジア各国の連携を一層強化し、

アフリカ豚コレラの拡大防止や封じ込めを目指すことが各国の国民の食を

守り支えていくことにつながると発言。

１ 概要

𠮷𠮷川農林水産大臣の挨拶の様子
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○ 今年中に第３回会合が開催され、これまでのフォローアップが行われる予定。

○ 2019年９月に仙台市で開催された第31回OIEアジア・極東・太平洋地域総会
においても、アジア地域におけるアフリカ豚コレラの予防とまん延防止のため
の協力強化ついて議論が交わされた。

（４）概要（続き）

〇 水際検疫に関し、特に以下について認識を共有した。

- 水際検疫は、各国がそれぞれ責任を持って、出国前と入国地点の両方の段階で、旅行者が違法畜産物を

通じた疾病の拡大の危険性について認識し、持ち出さない及び持ち込まないよう、航空会社や大使館、SNS
等の様々な媒体を用いて注意喚起を行うこと。

- 国際郵便等を通じた拡大防止、国境地点での違法畜産物の摘発のため、関係機関が連携すること。

- 違法な持ち込みを防ぐための国境地点での対策を強化し、地域内での連携を強化するため、国境防疫に

関する情報を各国で共有すること。

〇 バイオセキュリティに関し、特に以下について認識を共有した。

- バイオセキュリティは、全ての豚農場にとって、アフリカ豚コレラの侵入を防止し、効果的にコントロールする

上で不可欠であり、具体的な取組について啓発や教育が行われること。

- 効果的で安全に洗浄と消毒を行うため、適切な薬剤が適切な方法で使用されること。

- 管理されていない残飯養豚（swill feeding）は飼養豚におけるアフリカ豚コレラ発生の重大なリスクとなるこ

とを生産者等は認識し、適切な加熱処理がなされ、当局による規制がなされない限りは禁止されるべきで

あること。

- 野生イノシシと家畜豚の接触を防ぐ対策、例えば農場周囲への柵の設置等が講じられること。

２ 関連する会議

第2回OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門家会合の様子

第２回OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門家会合の結果概要（続き）
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Summary and Recommendations on Biosecurity and Border Control for 2nd meeting of GFTADs 
SGE-ASF for Asia 

Introduction 

Biosecurity (FAO/OIE/World Bank, 2008 – Good Practices for Biosecurity in the Pig Sector) 

 “The implementation of measures that reduce the risk (1) of the introduction and (2) spread of 

disease agents; it requires the adoption of a set of attitudes and behaviours by people to reduce 

risk in all activities involving domestic, captive/exotic and wild animals and their products”. Basic 

principles of biosecurity at the farm level include segregation, cleaning and disinfection.  

A biosecurity plan (OIE Terrestrial Animal Health Code) means a plan that identifies potential 

pathways for the introduction and spread of disease into a country, zone, compartment or farm, 

and describes the measures which are being or will be applied to mitigate the disease risks, if 

applicable, in accordance with the recommendations in the OIE Terrestrial Code.  

Biosecurity 

• Biosecurity is of crucial importance to both commercial and small holder pig production

for preventing entry and allowing effective control of spread of African swine fever virus.

• Biosecurity needs to be applied along the whole pig production chain including facilities,

infrastructure, procedures and management to stop introduction and spread of disease

and needs to be tailor made for the local situation.

• Farms with low biosecurity are at a high risk of ASF virus introduction.  Where there is low

consideration given to biosecurity, quarantine and disinfection at any part of the chain,

there is a high risk for spreading ASF virus rapidly and over long distances.

• The Competent Authority should provide education, training and technical guidance in
order to ensure full implementation of biosecurity measures. The Competent Authority
should supervise implementation of biosecurity measures.

• Biosecurity measures are the mainstay for preventing ASF virus from entering farms and

controlling its spread and currently there is no vaccine for ASF virus.

• Feeding of swill can be a major source for introducing and spreading ASF virus. Awareness

among farmers and other stakeholders on such risk needs to be raised to induce

behaviour change.

• Banning of swill feeding should be considered where it can be enforced, which will

significantly reduce the risk of introducing ASF into farms.
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Summary and Recommendations on Biosecurity and Border Control for 2nd meeting of GFTADs 
SGE-ASF for Asia 

• In situations where a total ban of swill feeding is not implementable, strategies should be

employed to reduce risk, including appropriately heat-treating swill, based on OIE

standards1 and regulated by Veterinary Authorities.

• Safe and effective cleaning and disinfection strategies are required, including appropriate

choice of disinfectants. The application method should be science-based (i.e. OIE

international Standards). The disinfectant concentration, contact time, pH, etc and the

nature of the surface to be disinfected also needs to be considered. Specific precautions

should be taken in case of freezing temperatures.

• European experience with ASF clearly indicates that wild boar play a significant role in local
spread and maintenance of swine diseases. Pig holdings should implement measures now
to avoid contact between wild boars and domestic pigs. Physical separation by installing
fencing around a farm is strongly recommended whether or not pigs are kept outdoors.

Border Control 

• Border control is a shared responsibility.

• Awareness campaigns targeted for international travellers to include tourists, workers (incl.
farm workers and domestic helpers) and transporters should be organized. It is critical that
every traveller in every country understands, prior to departure that carrying prohibited
items can spread TADs and will be subject to penalties. Clear messages to declare all
animal/plant products OR not carry them in or out of a country at all. Use of multiple
communication channels such as airline companies, travel agencies, SNS and
embassies/consulates should be considered to reach target populations effectively.

• Cooperation with border security agencies such as customs and immigration to confiscate
uncertified pig products at exit and entry points will help change the behaviours of travellers
in carrying pig products in their personal luggage.

• Risk of spread of disease by international mail and courier services should be addressed at
national and international level though multisectoral cooperation. All animal/plant products
should be properly certified by the national authorities prior to any transport.

• National border control measures should be tightened in order to prevent illegal
importation. Information on border control activities should be shared with other countries
in the region to facilitate cooperation.

• Engaging with local communities along the borders is important to understand the risk of
transboundary movement of animals and products and their potential role in risk mitigation.

1    Chapter 15.1 Article 15.1.22     http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm 

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
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（参考仮訳） 

第２回 OIE/FAOアジア地域アフリカ豚コレラ専門家会合のまとめと推奨事項 

東京、日本、2019年７月 30日～31日 

序文 

バイオセキュリティ（FAO/OIE/世界銀行 2008-養豚セクターにおけるバイオセキュリティのグ

ッドプラクティス 

「病原体の（１）侵入及び（２）拡大リスクを低減させるための措置の実施には、家畜、捕獲/外

来性動物及び野生動物とその畜産物に関わる全ての活動に伴うリスクを減らすための、人々

の一連の態度や行動を適応させることが必要である。」 

農場段階でのバイオセキュリティの基本的原理は分別、洗浄、消毒を含む。 

バイオセキュリティ計画（OIE 陸生動物コード）は、国、地域、コンパートメント、農場への想定

される疾病侵入・拡大経路を特定し、OIE 陸生動物コードの推奨事項に従ってリスクを低減さ

せるために、実施中の、あるいは今後実施する措置について記載した計画書である。 

バイオセキュリティ 

・ バイオセキュリティは、商業用養豚場と小規模養豚場の両方にとって、アフリカの豚コレ

ラウイルス（以下、ASF）の侵入を防ぎ、まん延を効果的に防止する上で極めて重要

（crucial importance）。 

・ 疾病の侵入と拡大を止めるための施設、インフラ、手順、管理を含むバイオセキュリティ

は、豚の生産チェーン全体に適用される必要があり、また現地の状況に適合したものと

する必要がある。

・ バイオセキュリティが低い農場では、ASFの侵入リスクが高い。生産チェーンのいずれか

の段階で、バイオセキュリティ、検疫及び消毒への意識が低い場合、ASF ウイルスが急

速に、かつ長距離にわたり拡散するリスクが高くなる。

・ 所管当局は、バイオセキュリティ対策を確実に実施するために、農家への教育、訓練及

び技術的指導を行うものとする。所管当局は、農場におけるバイオセキュリティ対策の実

施を監督するものとする。

・ バイオセキュリティ措置はウイルスの農場への侵入を防ぎ、拡大を防ぐ柱（mainstay）で

あり、現在、ASFウイルスのワクチンはない。



・ 残飯養豚（swill feeding）は ASFウイルスの侵入と拡大の主な原因となり得る。農家や他

の関係者の間でそれらのリスクに関する注意喚起を行い、行動を変えさせることが必要

である。

・ 確実に履行されるのであれば、残飯養豚の禁止は農場への ASF 侵入リスクを大幅に低

減する措置として検討されるべきである。

・ 残飯養豚を全面的に禁止することが実現不可能な場合は、OIE 基準に基づいた適切な

加熱処理を行い、獣医当局により規制する等の、リスク低減戦略がとられるべきである。

・ 適切な消毒薬の選択を含む、安全で効果的な洗浄・消毒の戦略が必要である。使用方

法は科学も基づいたもの（例：OIE 国際基準）とする。消毒薬の濃度、作用時間、ｐH、消

毒するものの表面の特性等が考慮される必要がある。寒冷期には特段の注意を要する。

・ ヨーロッパにおける ASF経験は、野生イノシシが豚の疾病の地域内のまん延と維持に重

要な役割を果たしていることを明確に示している。養豚農家は、野生イノシシと家畜豚と

の接触を避けるための対策を今すぐ実施しなくてはならない。豚が屋外で飼養されてい

るかどうかに関わらず、農場周辺へのフェンスの設置による物理的な分離が強く推奨さ

れる。

水際防疫 

・ 水際防疫は、共同責任である（shared responsibility）

・ 観光者、労働者（農場の作業員とヘルパー）、運送業者などの海外旅行者を対象とした

啓発キャンペーンが行われなくてはならない。全ての国の、全ての旅行者が、出発前に、

禁止品を持ち運ぶことは越境性感染症を広げる可能性があり、罰則が科せられるという

ことを理解していることが必須である。全ての動植物製品について申告する、またはそれ

らを国内外に全く持ち込まない、または持ち出さなないという明確なメッセージを伝える

べきである。対象とすべき人に効果的に広報するため、航空会社、旅行代理店、SNS、

大使館や領事館などの複数の広報手段が検討されるものとする。

・ 税関や入国管理局などの国境警備機関と協力して、出入国口で、証明を受けていない

豚肉製品を押収することで、旅行者が手荷物で豚肉製品を持ち運ぶ行動を改めさせるこ

とにつながる。
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・ 国際郵便や国際宅配便による疾病のまん延のリスクは、多分野の協力を通じて国内お

よび国際レベルで対処されるものとする。全ての動植物製品は、輸送前に各国当局によ

って適切に認証されることとする。

・ 違法な輸入を防止するために、水際検疫措置が強化されなくてはならない。協力を促進

するために、水際検疫の活動に関する情報を地域内の各国に共有することとする。

・ 国境をまたぐ動物や畜産物の移動のリスクと、リスク低減において地元コミュニティの果

たし得る役割について理解する上で、国境付近の地元のコミュニティを巻き込むことは重

要である。



飼養衛生管理基準の改正の考え方の概要 

１ 生産者及び関係者から飼養衛生管理基準（以下「基準」

という。）の各項目の意義が分からないとの声を受け、取

組の目的ごとに下記のⅠ～Ⅳに体系化。それぞれの体系に

ついて、防除対象とする感染源の種類（人、物品、野生動

物、飼養環境、家畜）ごとに項目を分類。 

Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項 

Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 

Ⅲ 衛生管理区域の衛生状態の確保 

Ⅳ 衛生管理区域からの病原体の散逸予防 

２ 家畜衛生部会委員や関係者から提起された論点を踏ま

え、「Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項」において、家畜の

所有者の責務、飼養衛生管理マニュアルの作成等の本基準

を現場で徹底するための取組等を規定。 

３ 具体的な防疫措置を定めるⅡ～Ⅳの内容については、国

内でのＣＳＦの発生やＡＳＦの侵入リスク増加への対応

として、これまで基準に加えて追加的に推進してきた飼養

衛生管理基準遵守指導の手引き、各種通知等に基づく指導

内容を反映。 

４ 主な改正項目（案）は以下の通り。  

（１）家畜の所有者の責務を新設（Ⅰ－１）

（第44回牛豚等疾病小委員会資料）
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（２）飼養衛生管理に係るマニュアル作成並びに従業員及

び関係者への周知徹底を新設（Ⅰ－３）

（３）野生動物での家畜伝染病の感染確認による発生リス

クの高まりへの追加措置を新設。（Ⅰ－７、Ⅱ－14,22、

Ⅲ－26,28） 

① 野生動物での感染確認地域に立入った者の衛生管理

区域への立入制限

② 安全な資材の利用

③ 畜舎ごとの専用の衣服の使用

④ 畜舎外での病原体による汚染防止措置

（４）衛生管理区域の考え方を明確化（Ⅰ－８）

（５）放牧制限の準備措置を新設（Ⅰ－９）

（６）衛生管理区域への野生動物の侵入防止措置を新設（Ⅱ

－23）

（７）畜舎等への野鳥等の侵入防止措置を新設（Ⅲ－29）

（８）肉を扱う事業所等から排出される食品残さの飼料利

用時における処理及び管理の方法を改正。（Ⅱ－21） 

（９）更衣及び車両の乗降の際の交差汚染防止措置を追加

（Ⅱ－16,17）

（10）畜舎ごとの専用の衣服及び靴の使用を追加（Ⅲ－26） 

（11）衛生管理区域から搬出する物品の消毒等を新設（Ⅳ－

37）
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分類 種類（代表例） 境界 敷地 関連施設 畜舎

人 従業者、外部者 13 ⑭ 15 ⑯ /35 25 ㉖

車両、重機 ⑰ /36 ㉘

器具、機材 18 19 /37 39 ㉘ 27 27 ㉘

飼料、敷料 20 ㉑ ㉒ 20

野生いのしし ㉓

ねずみ、たぬき ㉓ ㉜ ㉙ 30 ㉛ ㉙ 30 ㉛

野鳥 ㉙ 30 ㉙ 30

はえ、ダニ ㉛ ㉛

飼養環境 土壌、粉塵 ㉜ 33 33

死体、排せつ物 /38 39 38 33 33

豚、いのしし 24 /39 40 34 39 40

   ３．「境界」の列のセル内は、スラッシュの左側が入域時の対策、右側が出域時の対策。

注）２．下線のある数値は、野生動物での家畜伝染病の感染確認地域における追加措置が規定された項目。

飼養衛生管理基準改正案における病原体の侵入防止等対策の措置状況

感染源 対策の実施場所（衛生管理区域内）

物品

注）１．数値は該当項目、うち丸囲いは新設又は内容を追加した項目。

家畜

野生動物

新
〇 家畜の所有者が遵守すべき「家畜防疫に関する基本的事項」として １～12を規定。

noriko_yoshito940
ハイライト表示



分類 種類（代表例） 境界 敷地 関連施設 畜舎

人 従業者、外部者 5 6 7 5

車両、重機 4

器具、機材 8 9 17 14 8 14

飼料、敷料 10 12

野生いのしし

ねずみ、たぬき 13 11

野鳥 13 11

はえ、ダニ

飼養環境 土壌、粉塵 14 14

死体、排せつ物 17 21 21 14 14 15

豚、いのしし 17 18 20 17 18 19 21

現行飼養衛生管理基準における病原体の侵入防止等対策の措置状況

感染源 対策の実施場所（衛生管理区域内）

物品

注）数値は該当項目。

野生動物

家畜

旧
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飼養衛生管理基準（豚、いのしし） 見直し案 

＜見直し前＞ 

10 処理済みの飼料の利用 10 飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律

第百十六号）第二条第三項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場

合において、当該飼料が生肉を含み、又は含む可能性があるときは、事前に摂氏七十度

以上で三十分間以上又は摂氏八十度以上で三分間以上の加熱処理が行われたものを

用いること。 

＜見直し後＞ 

21 処理済みの飼料の利用 21 飼養する家畜に肉を扱う事業所等から排出された食品循環資源（食品循環資源の 

再生利用等の促進に関する法律（平成十二年法律第百十六号）第二条第三項に規

定する食品循環資源をいう。）を原材料とする飼料を給与する場合には、飼料の

安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三十五号）に基

づき適正に処理が行われたもの（撹拌しながら摂氏九十度以上で六十分間以上又

は摂氏百二十一度以上三気圧で十分間以上の加熱処理・加熱後の飼料が加熱前の

原材料等により交差汚染しないよう措置が講じられている等）を用いることと

し、この処理の行われていないものは衛生管理区域内に持ち込まないこと。 
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OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission/September 2019

Previous Article 15.2.15 (deleted) 

The Code Commission agreed with a comment that this article on recommendations for the 
importation of fresh meat of wild and feral pigs should be deleted entirely, based on the same 
justification as the decision to delete previous Article 15.2.9 on recommendations for the importation 
of wild and feral pigs. 

Article 15.2.13 

The Code Commission did not agree with a comment proposing to delete ‘, 15.2.12bis’ from 
point 1(b)(ii) as Article 15.2.12bis was not about just ‘endemic countries or zones’ as said in the 
comment but about ‘countries or zones not free from CSF, where an official control programme 
exists’ and effective risk mitigation measures are possible in such countries and zones. 

Article 15.2.15 

The Code Commission did not agree with a comment that this article should be deleted due to a high 
risk of dissemination of CSFV relating to litter and manure as it considered litter and manure can be 
traded as long as the appropriate risk mitigation measures are in place. 

Article 15.2.16bis 

The Code Commission agreed with a comment proposing to change the text in point 2 for consistency 
with other articles and modified the text accordingly. 

Article 15.2.17 

In response to a comment querying discrepancies regarding heat treatment requirements for some 
commodities and swill, the Code Commission reiterated its view expressed at its report of 
February 2018 that this article was built upon long-standing practice and field experience that showed 
the inactivation of virus in swill, and was used to successfully control the disease. The Commission in 
agreement with the Scientific Commission considered that meat and swill cannot be compared 
because their water/fat content is very different and the diverse material that can be present in swill 
could potentially protect the virus, hence the thermal inactivation procedure for swill should be more 
stringent than that for meat. The Commission also noted that the term ‘swill’ is not defined in the 
Glossary, although in this context, purely vegetal swill is not of concern. The main transmission 
pathway is kitchen swill and all swill containing meat or meat products. 

Furthermore, the Code Commission took this opportunity to encourage the scientific community to 
continue the relevant research on this important issue of thermal inactivation processes in different 
commodities and field environments, which would also help with the future development of a new 
chapter on biosecurity. 

Article 15.2.18 

In response to some comments to request reviewing the minimum curing period for dry cured pig 
meat, the Code Commission noted that the proposed changes aimed to align with Chapter 15.1 on 
African swine fever since the same conditions applied for both diseases. The Commission reminded 
Members that the current text of Article 15.1.23 had been adopted after years of discussion in the 
Code Commission and Scientific Commission and consultations with Members. Since then, the Code 
Commission has not acknowledged any major trade issues that arouse due to the existing provision 
nor recognised any global epidemiological changes pertaining to this product. More importantly, there 
is no new scientific evidence that justifies the review of the current provision.  

参考資料５－５

（第43・44回牛豚等疾病小委員会資料）
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（仮訳） 

2019 年９月 コード委レポート 

他の製品と食品残渣において、（ウイルス不活化のための）加熱要件が異なることについて

疑問を呈するコメントに対して、コード委員会は 2018 年 2 月のレポートで報告した。すな

わち、本規定は、長年行われてきた方法で、それにより食品残渣中のウイルスが不活化され

たという現場の経験を根拠に策定されており、実際に疾病もうまくコントロールされてきた

ものである。という見解を改めて示した。コード委員会は、科学委員会の判断と同様、肉と

食品残渣は水分および脂肪分の構成が大きく異なり、食品残渣中に存在しうる様々な物質が

潜在的にウイルスを保護する可能性があるため、両者を同等とみなすことはできない判断し、

よって、食品残渣中のウイルス不活化加熱要件は肉よりも厳しくあるべきであるとした。ま

た、委員会は、「食品残渣」という単語は「用語集」の章で定義されておらず、植物成分の

みの食品残渣については本章に関連しないことを注意した。主要な伝播経路は、キッチン食

品残渣及び肉や肉製品を含む食品残渣である。 

さらにコード委員会は、本機会に、異なる製品や野外環境中における加熱による不活化の手

順という、今後予定されているバイオセキュリティの新規章の策定にも寄与しうる重要な課

題に関する関連研究を続けるよう、科学者たちに促した。 



農業資材審議会長

松井 徹 殿

飼料の基準及び規格の改正に関する諮問について

元消安第 2 3 7 7 号

令和元年 9 月 3 0 日

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 2·8 年法律第 3 5 号）

第3条第2項の規定に基づき、 下記の事項について、 貴審議会の意見を求める。

記

動物由来たん白質又は動物由来たん白質を原料とする飼料の成分規格及び製

造の方法等の基準について

1. 豚、鶏うずら又は挫殖水産動物を対象とする飼料に含めることができ

る動物由来たん白質について、 豚の悪性伝染病の病原体（豚コレラウイ

ルス、 アフリカ豚コレラウイルス等）の不活化に有効と認められる加熱

処理等を条件として規定すること。

2. 上記1の動物由来たん白質の製造及び保存において、 加熱処理等を行っ

たものに、 加熱処理等を行っていないものが混入しない衛生管理措置を

条件として規定すること。

参考資料５－６


	②【参考１】アジアでの発生状況
	③【参考２】190730-31第2回SGE-ASIA
	190730-31_第2回SGE-ASIA概要2枚ver_セット（190914版）
	スライド番号 1
	スライド番号 2

	(第２回SGE)Summary_and_recommendations
	(第２回SGE・仮訳)Summary_and_recommendations

	④【参考３】飼養衛生管理基準見直し 
	⑤【参考４】飼養衛生管理基準見直し（該当部分抜粋）
	⑥【参考５】OIEコード委員会レポート
	⑦【参考６】20190930飼料分科会諮問



