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178. The Delegate of Japan sought clarification 
on the implications of the OIE’s official 
recognition of a country’s disease status. He also 
reminded the International Committee of the 
non-liability statement by the OIE, in the text of 
the Resolutions, for inaccurate information or 
changes in the epidemiological status of a 
country that are not reported to the OIE 
subsequent to the time of declaration of freedom 
from disease. He emphasised that official 
recognition is not a substitute for measures that 
must be determined by the country and that, 
according to the SPS Agreement, countries 
could still apply stricter sanitary measures than 
those recommended by the OIE standards. 
 
179. The Director General in his response to the 
Delegate of Japan informed the International 
Committee that the very issue of recognition of 
disease free status as an international standard 
is under discussion by the SPS Committee of the 
WTO. He confirmed his view that if a 
Resolution by the OIE has been voted and 
adopted, it should be regarded as an 
international standard. He reiterated that if the 
OIE is not informed by a Member Country of a 
change in the epidemiological situation after the 
allocation of disease free status, the OIE cannot 
be held responsible. In terms of the SPS 
Agreement, countries are allowed to apply 
sanitary measures stricter than those 
recommended in the international standards of 
the OIE provided that such stricter sanitary 
measures are scientifically justified. 
Nonetheless, as OIE standards are elaborated 
with the support of internationally renowned 
scientists, it is difficult to justify scientifically 
any national measures that differ from those of 
the OIE. 

 
178 日本代表は、各国の疾病ステータスに関

するOIEの公式認定の意義について明確化を

求めた。彼は、OIE の議決の中に、「不正確な

情報及び疾病フリーの宣言後に生じた各国の

疫学的状況の変更がOIEに報告されていない

ことについて、OIE は責任を負わない」旨の

記述があることを指摘した。彼は、公式認定

は国によって決定されなければならない措置

の代替ではないこと、各国は、SPS 協定に基

づき、OIE 基準より厳しい衛生措置を適用す

ることができることを強調した。 
 
 
 

179 日本代表に対する返答として、事務局長

は、疾病フリーステータスの認定の論点は、

現在 WTO の SPS 委員会にて議論中である旨

総会に情報提供した。また、事務局長は、彼

の見解として、OIE の決議が投票にかけられ

採択されたのであれば、それは国際基準と考

えられるべきであると述べた。事務局長は、

疾病フリーステータスの取得後に生じた疫学

的状況の変更について加盟国からOIEに情報

提供がなかった場合、OIE は責任を負いかね

ると改めて強調した。SPS 協定に関しては、

各国、OIE の国際基準より厳しい衛生措置を

講ずることはできるが、その厳しい衛生措置

は、科学的に正当でなくてはならない。OIE
基準は、国際的に名高い科学者達の支持の下

で作成されたものであることから、OIE と異

なる各国の措置を科学的に正当であると証明

することは難しい、とした。 
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