
令和元年度第１回国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会 

議事次第 
 
日時：令和元年 6 月 17 日（月）13 時 30 分～ 
場所：農林水産省 消費・安全局第１会議室 
    （南別館、ドアNo. 424） 

 

１.  開会挨拶 

２.  OIEに関する一般的な説明 

３.  第 87回 OIE総会の結果報告 

（１）総会全般の報告 

（２）ＯＩＥ総会において採択されたコード 

① 動物衛生サーベイランス（改正） 

② 疾病の予防及び管理についての勧告の序論（新規） 

③ アニマルウェルフェアの勧告の序論（改正） 

④ 狂犬病（改正） 

⑤ アフリカ豚コレラ（改正） 

４.  2019年２月の OIEコード委員会の報告書において提示されたコード改正

案に係る意見交換 

（１） 用語（改正） 

（２） 馬インフルエンザ（改正） 

５.  その他 

（１） 鳥インフルエンザの改正コードの検討について 

（２）採卵鶏アニマルウェルフェアの新規コードの検討について 

（３）コード委員会の今後の活動計画 
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令和元年度第 1 回 OIE 連絡協議会 メンバー名簿 
 
 

（１）天笠 啓祐  特定非営利活動法人日本消費者連盟共同代表 

（２）磯部 尚   (公社) 畜産技術協会国際交流部長 

（３）宇留野 勝好  全国農業協同組合連合会畜産生産部技術専任次長 兼  

家畜衛生研究所長 

（４）酒井 健夫  (公社) 日本獣医師会副会長 

（５）佐々木 一司  全国食肉事業協同組合連合会監事 

（６）田中 智夫    麻布大学 名誉教授 

（７）土屋 耕太郎  (公社)日本動物用医薬品協会 国際対応委員会委員 

（８）筒井 俊之    (研) 農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門長 

（９）中島 一敏    大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科教授 

（10）蓮尾 隆子  家庭栄養研究会常任顧問 

（11）山口 俊昭    北海道農政部生産振興局畜産振興課 家畜衛生担当課長 
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国際獣疫事務局（OIE）連絡協議会開催要領 

 

 

 

１．趣旨 

平成２２年４月２６日

消費・安全局 動物衛生課 

（１）国際獣疫事務局（OIE）は、動物衛生、人獣共通感染症、アニマルウェ

ルフェア及び畜産物の生産段階における安全確保に関する国際基準（OIE 
コード）を作成している。また、WTO の「衛生植物検疫措置の適用に関 

する協定（SPS 協定）」は、動物の生命及び健康を感染症から守るための 

加盟国の措置が、OIE 
としている。 

の作成する国際基準に基づいていなければならない 

（２）加盟国の協議を経て、OIE 総会で採択される OIE コードは、国内の産業 

界や消費者等の関係者に影響を及ぼすことから、OIE コードの作成又は改 

正について我が国の対応方針を決める前に、行政を含めた関係者間で情報

や意見を交換することが重要である。また、国際基準に反映されやすい対 

応方針とするためには、OIE 基準を理解しているメンバーが継続的に参加 

して意見交換を行うことも重要である。 

（３）このため、産業界（獣医・畜産関係の生産者団体等）及び学界における

技術者又は学識経験者、アニマルウェルフェア関係者及び消費者並びに行

政機関の間で情報提供と継続的な意見交換を行う場として「国際獣疫 

事務局（OIE）連絡協議会」（以下「OIE 
る。 

連絡協議会」とする。）を開催す 

 

２． 通常のメンバー 

動物衛生、アニマルウェルフェア又は畜産物安全（特に微生物学的安全） 

の分野を対象に作成される OIE コードについて、技術的な知見や関連意見を

積極的に述べることができる有識者を以下の通りメンバーとして選定する(任

期２年、再任可能)。 

●食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会委員等の学識経験者(３名) 

●生産者関係団体及び畜産物の製造・流通関連団体からの推薦者(５名) 

●消費者関係団体及びアニマルウェルフェア関係団体からの推薦者(３名) 

●農林水産省その他議題に関連する省庁の担当者 

資料２ 
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３．議題に応じて参集するメンバー 

議題に応じて必要があれば専門的立場から積極的に発言ができる以下の有

識者を臨時メンバーとして選定する(最大 9 名)。 

●議題に関連する事業団体等からの推薦者等 

（特に希望者がいる場合には選定に当たり考慮する。） 

 

４．開催方法 

● OIE 連絡協議会は、冬（12 月～ 1 月）及び夏(6 月～ 8 月)の年 2 回の開催 

を基本に、必要に応じて追加開催することとし、OIE 陸生コード改正案に 

ついての意見交換、OIE 
を行う。 

の総会をはじめとした主な活動や運営状況の報告 

● OIE 連絡協議会は、参集メンバー相互の意見交換を中心とし、公開とする。た

だし、公開することにより、公正かつ中立な協議会の運営に著しい支障を

及ぼすおそれがある場合、または特定の個人もしくは団体に不当な利益も

しくは不利益をもたらすおそれのある場合には、事務局の判断で非公開と

することができる。 

● OIE 連絡協議会の資料及び議事概要については、公開とする。ただし、特

定の個人もしくは団体に不当な利益もしくは不利益をもたらすおそれのあ

る部分は、この限りでない。なお、議事概要については、発言者を特定し

ない形で公開する。 

●傍聴者の募集は別途プレスリリースにより行う。傍聴者には発言権を認め

ない。 

 
５．事務局 

農林水産省消費・安全局動物衛生課 
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国際獣疫事務局
(OIE; World Organisation for Animal Health)

及び

OIEの基準について

2019年6月17日

消費・安全局

資料３
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お話しすること

1. OIEとは

2. OIE基準（コードとマニュアル）の概要

3. OIEコードとWTO･SPS協定の関係

4. OIEコードの制定･改廃手続き

2
5



１．OIEとは：沿革と目的

3

• 1924年設立（世界の動物衛生の向上を目的とした政府間

機関）

• 182カ国・地域が加盟（2019年5月現在）

• 主な目的

－ 動物疾病に関する情報の提供

－ 動物疾病防疫・根絶のための技術支援

－ 動物・畜産物貿易に関する国際基準の策定

－ 食品安全の確保、アニマルウェルフェアの向上

6



OIEの組織

4

最高意思決定機関

アフリカ､アメリカ､アジア極東
オセアニア､ヨーロッパ､中東
※アジア極東オセアニアの

議長は日本

アジア太平洋地域事務所
（東京）

二名のコード委員会副議長
のうち一名は日本人

東南アジア準地域事務所
（タイ・バンコク）

※水色：コード策定に
主に関与

地域代表事務所(5)

準地域代表事務所(7)

ワーキンググループ（常設作業部会(2)）

アドホックグループ（特別専門家会合）

総会

地域委員会(5)理事会

事務局長

事務局

専門委員会(4)
コード､水生動物､
ラボラトリー､科学

レファレンスラボラトリー
疾病毎の専門家（246）

コラボレーティング
センター

課題毎の専門機関(55)

（指定診断助言機関） 7



２．OIE基準：① コードの概要
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• 動物及び動物製品について、OIE加盟国が貿易

その他の衛生措置をとる際の参照事項

• 陸生動物コードと水生動物コードの２種類

8



（例）陸生動物コード（第１巻：一般規定）

6

陸生：全147章（2018）

第1部 疾病診断､サーベイランス及び通報

第2部 リスク分析

第3部 獣医サービスの質

第4部 全般的勧告：疾病の予防及び管理

第5部 貿易措置､輸出入手続及び獣医証明

第6部 獣医公衆衛生

第7部 アニマルウェルフェア

9



（例）陸生動物コード（第2巻：個別疾病）

7

第8部 複数の動物種に感染する疾病

第9部 ミツバチの疾病

第10部 鳥類の疾病

第11部 牛の疾病

第12部 馬の疾病

第13部 兎の疾病

第14部 綿羊と山羊の疾病

第15部 豚の疾病

10



２．OIE基準：② マニュアルの概要

8

• 疾病の診断方法、ワクチンなどの生物学的製剤の

生産・管理要件を規定

• 陸生動物マニュアルと水生動物マニュアルの２種類

11



WTO･SPS（衛生植物検疫措置の適用に関する）協定は
人､動物又は植物の生命又は健康を守るための措置を
適用する際の権利･義務を規定

• 加盟国が動物衛生上の措置を講じる場合､国際基準
（OIEコード）を基礎とする必要

• 国際基準（OIEコード）より厳しい措置を講ずる場合､
リスク評価によってその正当性を証明する必要

動物衛生（人獣感染症を含む）以外の措置はSPS協定の
対象外であるが､SPS協定以外のWTO協定の対象になる
可能性がある。

３．OIEコードとWTO･SPS協定の関係

9
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4．OIEコードの制定・改廃の手続き

２月

総会

９月

【１年間のサイクル】

加盟国代表
が議論

加盟国が
意見を提出

6月

７月12月

１月

関係府省
連絡会議

OIE連絡
協議会

関係府省
連絡会議

加盟国が
意見を提出

OIE連絡
協議会

各国代表

国際機関

世界会議

改正

コード制定･
改廃の提言

5月

コード委員会
（専門家各６名）

・科学委員会

・ラボラトリー委員会

・ワーキンググループ

・アドホックグループ

コード委員会
（専門家各６名）

10
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加盟国が提出した意見の取扱い

コード委員会の開催（9月）
（加盟国の意見反映）

加盟国 コード委員会

ＯＩＥ総会にて採決（5月） 国際基準

意見（7月）

加盟国
コード委員会で再度
審議（2月）

意見（翌年1月）

加盟国の支持が見込まれる案

コード委員会から案の提示

11
14



参考：OIE関係情報
農林水産省ホームページ
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農林水産省HP から

→ 政策
（組織別から探す）

→ 消費･安全局

→ 国際的なルール：
国際獣疫事務局
（OIE）

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html
農林水産省 OIE 検 索15

http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html


2019年5月の総会で採択

1

用語解説（早期警報制度、衛生措置）

動物衛生サーベイランス（第1.4章）

疾病予防及び制御に関する勧告（新章：第4.Z章）

食品安全における獣医サービスの役割（第6.2章）

アニマルウェルフェアの勧告の序論（第7.1章）

アニマルウェルフェアと豚生産システム（第7.13章）

革、肉及びその他製品のためのは虫類のと殺（第7.Y章）

狂犬病（第8.14章）

流行性羊流産菌感染症（流行性羊流産、羊クラミジア病）（第14.4章）

アフリカ豚コレラ（第15.1章）

※赤字：今回の連絡協議会で扱う章

2

用語解説（疫学単位）

疾病、感染及び外寄生の通報並びに疫学情報の提供（第1.1章）

自己宣言及びOIE公式認定の手続き（第1.6章）

獣医法令（第3.4章）

リスト及び新興疾病の公式制御（第4.Y章）

アニマルウェルフェアと採卵鶏生産システム（第7.Z章）

鳥インフルエンザ（第10.4章）

豚コレラ（第15.2章）

使用者の手引き

OIEリストの疾病、感染及び外寄生（第1.3章）

リフトバレー熱（第8.15章）

馬インフルエンザ（第12.6章）

小反芻獣疫（第14.7章）

※赤字：今回の連絡協議会で扱う章

コメント聴取のみ

資料4
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第1.4章

動物衛生サーベイランス

1

資料５
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2

経緯

2016年 コード委員会・科学委員会より第1,4章につ

いて、チャプター内及び他のチャプターとの

整合性を図る観点から見直しが推奨

2017年6月 アドホックグループで検討

2017年9月 コード委員会で検討（一次修正案提示）

2018年1月 日本からコメント提出

2018年2月 コード委員会で検討（二次修正案提示）

2018年7月 日本からコメント提出

2018年9月 コード委員会で検討（三次修正案提示）

2019年1月 日本からコメント提出

2019年2月 コード委員会で検討（四次修正案提示）

2019年5月 OIE総会で採択18



3

改正案のポイント

〇全体としてユーザーフレンドリーとなるよう、章全体の
構成と様式を見直し

〇サーベイランスシステムの構築、実施、評価について
の詳細を記載

〇国または地域の清浄性を確立・維持するためのサー
ベイランスに関する修正（歴史的清浄の考え方整理）

〇早期警戒システムに関する条の追加

19



4

改正の主なポイント

早期警戒システム(1.4.5)

早期警戒システムは、感染及び外寄生の発生、侵入又は出現の適時発見、
特定及び報告に不可欠であり、緊急時対応において不可欠な構成要素であ
る。早期警戒システムは、獣医当局の管理下にあるものとし、以下の項目を
含むものとする。

1) 獣医サービスによる標的動物群に対する適切なアクセス及び権限

2) 関連する感染又は外寄生の診断及び鑑別能力のある検査施設

3) 獣医師、獣医補助職、動物所有者又は管理者及び農場、輸送の間動物
が収容される他の場所、と畜場/食肉処理場におけるその他の動物取扱
い者に対する、動物衛生に関する異常な事象の発見及び報告について
の研修及び啓発プログラム

4) 獣医師及びその他関連するステークホルダーによる、疑い症例又は通報
対象疾病又は新興疾病の、獣医当局への通報に関する法的責務

→早期警戒システムをサーベイランスの重要
な要素として整理

20



5

改正の主なポイント
早期警戒システム(1.4.5)

5) 症例を確定し、更なる行動に向けた、現状の正確な知見を入手するため
の、獣医当局による、疑い症例又は症例に対する疫学的調査

6) 獣医当局とステークホルダーの間の効果的なコミュニケーションシステム

7) 国内の命令系統

21



6

1 清浄性の立証

疾病、感染、外寄生の清浄性を立証するサーベイランスシステムは、第

1.4.3条に概説される一般的原則に加えて、以下に従うものとする。また、本

章及び第4.17章に従ったワクチネーションなどのあらゆる予防的措置につい

ても考慮するものとする。

→ワクチン接種している場合の清浄ステータスも想定

（中略）

野生動物群で感染又は外寄生がないことを証明する十分な疫学データの

収集が困難なことがある。そのような場合、幅広い補助的な証拠が評価のた

めに使われるものとする。野生動物における感染又は外寄生が、当該国ま

たは地域の家畜のステータスに与える結果は、コードの関連章に記載される

ように、それぞれの状況に応じて評価されるものとする。

→野生動物における発生の家畜の清浄ステータスへの影響は疾病等に応

じて異なる旨を明記

改正の主なポイント
疾病又は感染の清浄性のためのサーベイランス(1.4.6)

22



前回の日本提出コメントとコード委の見解

7

１ サーベイランスシステムの計画

ｆ）分析の方法論

（中略）高度な数学的又は統計学的分析は、サーベイランス

の目的と、野外データの入手可能性とその品質により、正当と

みなされる場合に限り実施されることがある。

サーベイランスシステム（1.4.3）

23



前回の日本提出コメントとコード委の見解

8

【日本提出コメント】

我が国は、分析で用いられるデータが不適切な場合、得られ
る結果が信頼に足るものとならないことから、高度な数学的・
統計学的解析には注意を要するという視点を支持する。我が
国は、OIEに対し、サーベイランスにおいて高度な数学的・統

計学的解析を行う際の、実践的な指針（適切な野外データの
収集方法等）が提供されることを望む。

【コード委の見解】
 モデルの結果の解釈においてデータの質が重要との指摘に同意
 第1.4.3の２（ｂ）「データの収集と管理」に包含
 OIEの出版している”Guide to Terrestrial Animal Health Surveillance

and Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal
Products” にも詳細記載
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9

２ 国又は地域の清浄宣言をするための要件

b) 歴史的清浄

陸生動物コードに特記されていない限り、以下を満たす場

合は、病原体に特異的なサーベイランスを実施しなく

ても清浄とみなすことができる。

i) 少なくとも10年間にわたり、

- 疾病に対するワクチン接種が行われていないこと

- a) に示す前提要件を満たすこと

ii) 病原体が、感受性動物において特定可能な臨床又は

病理学的症状を示す性質のものである

iii) 少なくとも25年間発生がない

前回の日本提出コメントとコード委の見解

疾病又は感染の清浄性のためのサーベイランス(1.4.6)

25



10

【日本からの提出コメント】

我が国は第1.4章において、歴史的清浄とみなされるための条件を

明確化することを支持する。しかし、第1.4.6条第2項における、「10年
間ワクチン接種がないこと」及び「25年間感染がないこと」のそれぞれ

の期間の設定された根拠を求める。

【コード委からの説明】
 2005年に最初に採択された際に設定され、それ以降改正をするため

の新たな知見は提供されず。

 「歴史的清浄」は、十分長期にわたり清浄状態が継続し、疾病に暴露
された感受性動物群が完全に入れ替わるという概念であり、当初、
「25年」は多くの家畜の生存期間に関連づけて定められ、「10年」は、

ワクチン免疫により隠されてしまう臨床及び病理学的症状が確認可能
となるまでの待期期間として合意されたもの。

前回の日本提出コメントとコード委の見解

26



11

構成

第1条 序論及び目的

第2条 定義

第3条 サーベイランスシステム

第4条 サーベイランスの手法

第5条 早期警戒システム

第6条 感染又は寄生のないことを確認するための

サーベイランス

第7条 疾病管理プログラムとしてのサーベイランス

27



第４.Z章

疾病の予防及び管理 序論

1

資料６

28



2

経緯

2017年9月 第４部の導入章がなかったことからコード

委員会で新規章を起草

2018年2月 コード委員会で検討（二次案提示）

2019年7月 日本からコメント提出

2019年9月 コード委員会で検討（三次案提示）

2019年2月 コード委員会で検討（四次案提示）

2019年5月 OIE総会で採択

29



3

新規章のポイント

 第４部（動物疾病の管理と制御のための措置及び
ツール）の導入部分として策定

30



4

新規章のポイント

【本新規章の主な内容】

伝染性疾病の侵入と拡大を効果的に防止し、衛生措置
への影響を最小限とするためには、獣医サービスは、貿
易への影響、アニマルウェルフェア、公衆衛生、環境等の
複数の要素を勘案した上で、本章の勧告に従い、措置を
確立するものとする。獣医サービスは、疾病特異的な衛
生措置と並行して、物品ベースの衛生措置（commodity-
based sanitary measures)を考慮するものとする。

獣医当局は、いかなる予防及び管理プログラムも、リスク
に応じたものであり、国として実現可能性で現実的なもの
となるようにしなくてはならない。
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5

構成

第1条 （本文）

32



第7.1章

アニマルウェルフェアの勧告
序論

1

資料７

33



2

経緯

2018年5月 OIE総会で､日本より､気候風土の違いにより

必要なデータは異なるため、「全ての関連

データ」ではなく､「各国が必要とする全ての

データ」とする方が適当である旨発言｡

パラグアイより､データを収集するのは所管

当局に加え､その他の関係ある団体とすべき

旨発言｡

当該箇所を削除の上､可決｡

2018年9月～ コード委員会の開催｡一次案を提示｡

2019年1月 加盟国等（日本を含む）がコメントを提出｡

2019年2月～ コード委員会の開催。二次案を提示。

2019年5月 OIE総会で採択｡34



3

改正案の主なポイント

ユーザーを指導するために、所管当局は、ユーザーが

目標値及び閾値を設定するために用いることができる

関連する全てのデータを収集するものとする｡

・明確さと読みやすさの向上。

・「閾値」の追加｡

（「目標値」と「閾値」が、「潜在的な最適値」と「最小許容

レベル」に対応するため｡）

アニマルウェルフェアを評価するための測定指標の
使用の指導原則(7.1.4)

35



前回※の日本提出コメント及び
本年２月コード委員会の見解

4

・日本より､生産のシステムや環境は､飼育施設によって

異なっており､担当当局が個々の生産現場において

共通で利用できるような目標値を設定するために

全ての関連する情報を収集することは現実的でなく､

個々の生産現場において､関連する測定指標の現在の

実績値から､目標値を設定することが現実的で妥当であ

るとコメント。

・コード委員会から､具体的な見解は特に示されなかっ

た｡

※本年１月提出

36



ＯＩＥ総会の日本発言及びコード委員会からのコメント

5

・日本から、気候風土等の違いにより必要なデータは

各国で異なるため、「全ての関連データ」ではなく、

「気候風土、経済・社会情勢を加味した上で各国が

必要とする関連データ」とする方が適当である旨発言。

・コード委議長から、 「ユーザーのための全ての関連

データ」は、各国の特定の状況（日本の発言にあった

ものも含む）によって決まりうる旨を説明。

・案のとおり、採択。
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6

構成

第1条 総論

第2条 アニマルウェルフェアの指導原則

第3条 勧告の科学的基礎

第4条 アニマルウェルフェアを評価する測定指標の

使用

第5条 畜産生産システムにおけるアニマルウェル

フェアの一般原則

38



第8.14章

狂犬病

1

資料８

39



2

経緯
2015年12月 狂犬病世界会議において、2030年までの犬由来の

狂犬病ゼロに向けた世界戦略のフレームワークが

発表され、コードの見直しが提言。狂犬病章の見直

し提言

2016年5月 第84回総会において狂犬病章の見直しの開始を承

認

2017年11月 アドホックグループによる検討

2018年2月 コード委員会の開催。一次修正案の提示

2018年7月 一次案へのコメント提出

2018年9月 コード委員会の開催。二次修正案の提示

2019年1月 二次案へのコメント提出

2019年2月 コード委員会の開催。三次修正案の提示

2019年5月 OIE総会で採択
40



3

 イヌ由来狂犬病清浄国又は地域に関する規定を新たに設定

(8.14.1)（8.13.2.ter)

(疫学調査により他のレゼルボア動物から独立して、イヌ群（Canis familliaris)

内で保持されてきたことが確認されたウイルスによる感染をイヌ由来狂犬病と

定義する。)

 イヌ由来狂犬病のOIE認定公的管理計画に関する規定を追加

(8.14.8)

 サーベイラインスに関する規定を追加(8.14.9)

⇒‘Zero by 2030’の実現のために早期の対応が

必要な改正

※野生動物における狂犬病の管理については

次回の見直し時に着手

改正の主なポイント
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4

疫学調査により、他のレゼルボア動物から独立してイヌ群（Canis

familliaris)で、保持されてきたことが確認されている狂犬病ウイルスによる症

例をイヌ由来狂犬病と定義する。

1) 国または地域は、以下の各号の条件を満たす場合、イヌ由来狂犬病がな
いとみなすことができる。

a) 第1.1章に従い定期的及び迅速な報告される動物疾病の記録があること。

b) 国全体においてイヌ由来狂犬病が通報対象疾病とされており、疫学的状
況又は関連事象のいかなる変化も、第1.1章に従い報告されている。

c) 狂犬病ウイルス感染を疑う動物の調査及び報告を確保するための継続的
早期通報システムを最低限の条件とする第1.4章及び8.14.9条に従う有効な
サーベイランスシステムが過去24か月間実施されている。

d) 狂犬病ウイルス感染の予防及び管理のための規制措置が、第8.14.94条
から第8.14.7条を含む陸生コードの勧告と整合して実施されている。

改正の主なポイント

総則（8.14.1)

イヌ由来狂犬病清浄国又は地域（8.14.2ter)
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e) 過去24か月間、在来性のイヌ由来狂犬病ウイルス感染の症例が、確認さ
れていないこと。

f) 第7.7章と整合した犬個体群管理プログラムが実施及び維持されている。

2)以下の事項は狂犬病のステイタスに影響を与えない。

‐ 予防的ワクチン接種

‐ 野生動物における狂犬病ウイルスの存在

‐ 人の狂犬病の輸入症例

‐ 続発例の可能性が疫学調査により除外され、動物検疫所の外で確認さ
れた輸入症例

改正の主なポイント
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その他の主なポイント

イヌ由来狂犬病のOIE認定公的管理計画(8.14.8)

本プログラムの目的は、加盟国がイヌ由来狂犬病の環境を漸次改善し、最終的
に第1.6章の規定に基づく自己清浄化宣言を行うことができるようになることであ
る。特定の対策が一部の群のみを対象としていたとしても、公的管理計画は国
全体に適用されるべきである。

加盟国は、自主的な取組として、各国が本条に沿った対策を開始した際には公
的管理計画の認定を申請することができる。

イヌ由来狂犬病の公的管理計画のOIE認定を受ける際、加盟国は以下の取組を
実施しなければならない。

（以下略）
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【狂犬病汚染国または地域からのイヌ、ネコ、フェレットの輸入に係

る勧告(8.14.5)】

2018年9月コード委後の提示案では、狂犬病汚染国からの輸入に

関し、 「発送前１２か月以内にワクチン接種されていること」「抗体

検査は、ワクチン接種後１か月を超えて12か月以内に実施するこ

と」に変更。（現在の規定で、検査後発送までに３か月間設定され

ている「待機期間」を求めないこととなる）

前回の日本提出コメントとコード委の見解
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【日本提出コメント】

抗体価検査後、発送前の「待機期間」が完全に廃止されているが、
この見直しの根拠を求める。科学的根拠が提供されない場合、あ
るいは根拠が科学的に不十分な場合には、現時点の防疫レベル
を維持するために、待機期間を維持することを主張する。

前回の日本提出コメントとコード委の見解

【コード委見解】

 コード委、科学委、アドホック、加盟国から様々な意見あり

 ワクチン接種、抗体検査、発送までのタイムフレームについて

更なる専門家への照会が必要と判断

 今回の見直しでは、当該条については現行コードから修正なし

（発送前3ヵ月以上12ヵ月以内に抗体検査を実施し、少なくとも0.5IU/ml以上の

結果を得ること）
46
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構成

第1条 総則

第2条

第2条bis

第2条ter

狂犬病清浄国又は地域

狂犬病感染国又は地域

イヌ由来狂犬病清浄国又は地域

第3条 家畜及び飼育野生動物の狂犬病清浄国

又は地域からの輸入に関する勧告

第4条 野生及び野生化した哺乳類の狂犬病清浄

国又は地域からの輸入に関する勧告

第5条 狂犬病汚染国又は地域からのイヌ、ネコ及

びフェレットの輸入に関する勧告
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10

構成

第6条 狂犬病汚染国又は地域からのその他の食

肉目動物及び翼手目動物の輸入に関する

勧告

第7条 狂犬病汚染国又は地域からの感受性実験

動物の輸入に関する勧告

第8条 イヌ由来狂犬病のOIE認定公的管理計画

第9条 サーベイランス

第10条 他の組織との協力

48



第15.1章

アフリカ豚コレラ

1

資料９

49



2

経緯

2014年4月 アドホックグループ会議の開催。ＡＳＦの

コードを2013年のＯＩＥ総会で採択されたＣ

ＳＦのコードに調和させることとなった。

2014年9月 科学委員会で議論。

2015年2月 コード委員会を開催。科学委からのコード

案を検討。様式をコードの様式に編集。一

次修正案の提示。

2015年7月 日本からコメント提出

2015年9月 コード委員会を開催。二次修正案の提示。

2016年1月 日本からコメント提出。
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3

経緯

2016年2月 コード委員会を開催。三次修正案の提示。

2016年7月 日本からコメント提出

2016年9月 コード委員会を開催。四次修正案の提示。

2017年2月 コード委員会を開催。五次修正案の提示。

2017年9月 コード委員会を開催。六次修正案の提示。

2018年1月 日本からコメント提出

2018年2月 コード委員会の開催。七次修正案の提示。

2018年9月 コード委員会の開催。八次修正案の提示。

2019年1月 日本からコメント提出

2019年2月 コード委員会の開催。九次修正案の提示。

2019年5月 OIE総会にて採択51



改正の主なポイント

4

 安全物品の条を追加

 野生豚で発生があっても、国または地域が家畜豚における清浄
の要件を満たしていれば、当該国又は地域からの豚由来物品
の貿易は安全に行われる旨を明確化

 肉中のASFウイルスを不活化する加熱処理方法について、「中心
温度70℃以上30分以上」に加え、「肉のASFVを不活化することが
立証された同等の加熱処理」を追加
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改正の主なポイント

5

以下に掲げる物品の輸入または移動を監督する際、輸出国及び地
域のASFステータスにかかわらず、獣医当局はASFに関するいかな
る条件も課してはならない。

1) Fo値3以上の密閉容器に入れられた肉

1) ゼラチン

その他の豚類由来物品は本章の該当箇条に基づいて安全に貿易さ
れうる

安全物品（15.1.1bis)
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改正の主なポイント

6

肉中のASFVの不活化方法（15.1.22)

肉中のASFV不活化のため、以下の方法のいずれかひとつが使用される
ものとする。

1. 加熱処理

肉は、以下のいずれかひとつを受けるものとする。

a) 当該肉全体が最低70℃の温度に達する少なくとも30分間の加熱処
理を受けるものとする。又は、

b) 肉中のASFV不活化のために示されたものと同等の加熱処理

2. 乾燥保存豚肉

塩漬けされる場合には、肉は、最短で6か月間、塩蔵乾燥保存されるもの
とする。

54



前回の日本提出コメントとコード委の見解

7

15.1.2 国、地域又はコンパートメントのASFステータスの決定のための一般基準

7) 家畜豚の個体群は、野生豚類の個体群における拡大の可能性の評価や、

サーベイランス結果に基づき、効果的に実施及び管理された適切なバイオセ
キュリティーによって、野生豚類の個体群から分離されていること。（該当する場
合は）ヒメダニからも守られていること。

【日本提出コメント】

これまでの知見より、特に野生イノシシ群と家畜豚群との分離に関し
て、どのようにすれば適切なバイオセキュリティが達成されうるのか、
技術的ガイダンスを提供してほしい。

【コード委の見解】
 第4.4章「コンパートメントの適用」において十分なガイダンス提供
 “OIE/FAO GF-TADs Handbook on African Swine Fever in wild boar and 

biosecurity during hunting” “GF-TADs Good practices for biosecurity in the 
pig sector” “FAO Manual on ASF Detection and Diagnosis”

 ASFの拡大を防止・管理するため、コードやその他既存の文書の規定を加
盟国が確実に実施することが重要
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構成

第1条 序論

（宿主、感染定義、潜伏・感染期間、野生豚等の取扱い）

第2条 清浄性を決定する一般基準

（国、地域又はコンパートメント）

第3条 清浄国又は地域；清浄コンパートメント；

清浄国又は地域内の封じ込め地域の設置

第4条 清浄ステータスの回復

第5～17条 輸入条件

第18～21条 残飯・畜産品のウイルス不活化方法

第22～27条 疾病監視
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用語集

1

資料１０
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2

経緯

2018年5月 第86回総会において、コード委より、

Competent Authority と Veterinary 

Servicesの使い分けについて検討が必要

との見解

2018年9月 コード委員会で検討（一次修正案提示）

2019年2月 コード委員会で検討（二次修正案提示）

“Competent Authority”, “Veterinary 
Authority”, “Veterinary Services” について

は、加盟国から複数の視点が示されたこと

から、アドホックグループにおいて検討

2019年9月 コード委員会で検討予定

58



3

改正案のポイント

 “Competent Authority”, “Veterinary Authority”, 
“Veterinary Services” については、加盟国から複数の

視点が示されたことから、アドホックグループにおける
検討に付し、2019年9月コード委員会で再検討
（見直し内容は獣医法令等の関連章にも反映）

 “epidemiological unit”につき、状況によっては１頭だ
けで「疫学単位」が構成されることが追記（馬など）

59



4

改正案のポイント（2019年9月コード委後提示）

所管当局(Competent Authority)
とは、獣医当局又は、その全領土における、獣医当局の権限の下にない、動物衛生及び
アニマルウェルフェアに関する措置、国際獣医証明、並びに陸生コード及びOIE水生動物
衛生コードのその他の基準及び勧告の実施を確保又は監視する責任と権限を有するそ
の他の政府当局をいう。

獣医当局(Veterinary Authority)

とは、当該全領土における動物衛生及びアニマルウェルフェア、獣医公衆衛生措置、
国際獣医証明並びに陸生コードのその他の基準及び勧告の実施の確保及び監視の
ための責任及び権限を有するOIEデリゲート、獣医師、その他の専門家及び準専門家
から構成される政府当局をいう。

獣医サービス(Veterinary Services)

とは、当該領土において、動物衛生及びアニマルウェルフェア、獣医公衆衛生措置並び
に陸生コード及びOIE水生動物衛生コードのその他の基準及び勧告を実施する政府及び
非政府機関をいう。獣医サービスは、獣医当局の全般的な管理及び指示下にある。民間
機関、獣医師、動物看護士又は水生動物衛生の専門家は、委任された機能を提供する
ため、獣医当局によって信任又は認定されるのが一般的である。

引き続きコード委から提示される案を注視60



5

改正案のポイント

疫学単位(Epidemiological unit)
とは、病原体に被爆する同じ可能性をおおむね共有する明確な疫学的関連性を有する
動物の集合体をいう。これには、共通の環境（例えば一房の動物）を共有する場合もあれ
ば、共通の管理行為である場合もある。一般に、これは動物群又はフロックである。しか
しながら、疫学単位が、一村の居住者に属する動物や、コミュニティの動物取扱施設を共
有する動物などの集団を指す場合、状況によっては単独の動物を指す場合もある。疫学
関連性は、疾病ごと、さらには病原体の株ごとに異なる場合もある。
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第12.6章

　　馬インフルエンザ

1

資料１１

62



2

経緯

2018年9月 OIEリファレンスラボラトリーによる「現行の

馬インフルエンザワクチンプロトコール評

価」についての臨床試験結果を踏まえ、

コード委に対して輸送前のワクチン接種期

間について見直しを要請

2019年2月 コード委員会で検討（修正案提示）
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3

改正案のポイント

 ワクチン接種と輸送までの最短期間を14日と定めると

ともに、それ以外のオプションとして、４歳以上の馬に
限り、180日以内の間隔で、同じワクチンを４ドース以
上接種している場合は、輸送前14日から180日の間に
ワクチン接種している場合を認める。

64



4

改正案のポイント

移動制限を課されていない家畜馬の輸入に関する勧告(12.6.6)

獣医当局は、当該家畜馬が、以下の第1号、又は第2号及び第3号の条件を満たす旨証
明する国際動物衛生証明書の提示を義務付けるものとする。
1) （略）
2) EIの清浄性が不明の国、地域又はコンパートメントに由来し、21日間、輸出前隔離を

受け、当該 隔離中及び発送日にEIの臨床症状を呈していなかったこと、かつ
3) 発送21日から90日前に、陸生マニュアルに規定される基準を満たすワクチンによって、

製造業者の勧告に従い、初回又は追加の免疫性が与えられたこと。そのワクチン接
種状況に関する情報は、当該動物衛生証明書、又は第5.12章に従うパスポートに記
入されるものとする。以下のいずれかの方法でワクチン接種されていること。

a) 初回接種またはブースターのいずれかとして輸送前14～90日の間
b) ４歳以上で、それまでに180日間以内の間隔で、同じワクチンを少なくとも4ドース

接種されている場合、輸送前14～180日の間

ブースターワクチン接種は年２回を基本としつつ、レースのタイミング等を考慮し、
6か月＋21日や、6～8か月等幅を持っていることが一般的。接種スケジュールが
合わないことにより、本規定が適用できない状況を避けるため、180日＋21日等幅
を持った設定とするよう提案 65



5

構成

第1条 総則

第2条 安全物品

第3条 国、地域又はコンパートメントの馬インフルエンザ

（EI)ステイタスの決定

第4条 EI清浄国、地域又はコンパートメント

第5条 と畜場直行用の家畜馬科の輸入に関する勧告

第6条 移動制限を課されていない家畜馬科の輸入に関す

る勧告

第7条 隔離下で飼育されることになる家畜馬科の輸入に

関する勧告

第8条 馬科の生鮮肉の輸入に関する勧告
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第10.4章

鳥インフルエンザ

1

資料１２
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2

経緯

2017年2月 コード委員会より鳥インフルエンザ章について見直しが必要として、

定義や適切なリスク管理等についての専門家の意見を求めること

とされる

2017年12月 G7CVO会合においてコード見直し勧告

2017年12月 アドホック委員会で検討に着手

2018年2月 コード委員会で議論。基本的に賛成の方向が示されるとともに、加

盟国からの意見を聴取することとされた

2018年5月 OIE総会において議論

2018年6月 アドホック委員会による検討

2018年9月 コード委員会で検討（一次修正案の提示）

2019年2月 コード委員会において、多くの国から届いたコメントに対処するため、

さらなる専門家の意見を聴取する必要があるとされ、アドホックグ

ループで議論されることとなった

2019年6月 アドホックグループで議論68



改正の主なポイント

3

鳥インフルエンザの定義:
ＨＰＡＩのみを緊急通報の対象とする改正案

家きんの定義：
「家きん」の定義から”backyard poultry（裏庭養鶏）”を
除外する改正案

⇒見直しにより、H5/H7LPAIの発生は緊急通報の対象
外となり、LPAIの発生を受けた輸入停止措置は課され
ないことが明記される。

また、自家消費用の「裏庭養鶏」は「家きん」とみなさ
れず、それら発生は清浄ステータスや家きん及び畜産
物の輸入に影響を与えないことが明記される。69



4

前回※の日本提出コメント

総則 ・低病原性鳥インフルエンザの通報要件が維
持されるように修正。
・自家消費用の鳥における通報を維持すると
共にモニタリング対象とするように修正。

飼養鳥における
サーベイランス

自家消費用の鳥における通報を維持すると共
にモニタリング対象とするように修正。

※本年１月提出
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本年２月のコード委員会の見解

5

多くのコメントが寄せられ、それらに対処するためには､

更に専門家の意見を聴取する必要があると判断し、コー

ド委員会は、アドホックグループに議論を依頼。

71



ＯＩＥ総会の日本発言･各国の主な発言

6

・日本（32カ国・地域のアジア・太平洋地域の代表）から、
疾病コントロールと国際貿易に使用する国際基準は、
高病原性鳥インフルエンザと低病原性鳥インフルエン
ザの違いや生産様式に違いを踏まえて策定されるべき
であり、コード委員会に対し、本章の改正はしっかりとし
た科学的根拠に基づいて行うことと、今後の検討過程
においても引き続き、全ての国からのフィードバックを
考慮するように発言。

・ルーマニア（EU28カ国の代表）から、鳥インフルエンザ
章の改正を早く進めてほしいとの発言があった。
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7

構成

第1条、第1条bis 序論

第3条、

第3条bis

第3条ter

第3条quarter

HPAI清浄地域又は国

HPAI清浄コンパートメント

HPAI清浄地域又は国内への封じ込め地域

清浄ステータスの回復

第5条、6条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する

勧告（生きた鳥）、家きん以外の生きた鳥の輸入に関する

勧告

第8条、9条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する

勧告（初生ひな）、家きん以外の初生ひなの輸入に関する

勧告

第11条、12条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する

勧告（家きんの種卵）、家きん以外の種卵の輸入に関す

る勧告 73



8

構成

第14条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する

勧告（食用卵）

第15条 家きん卵由来製品の輸入に関する勧告

第17条、18条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する

勧告（家きん精液）、家きん以外の鳥の精液の輸入に関

する勧告

第19条 HPAI清浄国、地域、コンパートメントからの輸入に関する

勧告（生鮮家きん肉）

第20条 家きん肉製品の輸入に関する勧告

第21条 10.4.1bisに記載されていない家きん製品のうち、飼料、農

業用、興業用に使用されるものに関する勧告

第22条 10.4.1bisに記載されていない羽毛とダウンの輸入に関す

る勧告
74



9

構成

第23条 家きん以外の鳥の羽毛及びダウンの輸入に関する勧告

第25条 卵及び卵製品におけるHPAIウイルスの不活化手順

第26条 肉におけるHPAIウイルス不活化手順

第26条bis 科学的検体、皮、冠におけるHPAIウイルス不活化手順

第27条 HPAIサーベイランス序論

第28条 HPAIの早期警戒のためのサーベイランス

第30条 HPAI清浄性の証明のためのサーベイランス

第30条bis 野鳥群のサーベイランス

第30条ter 家きん群におけるH5/H7LPAIモニタリング

第32条 鳥インフルエンザ清浄施設のサーベイランス
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第7.Z章

アニマルウェルフェアと
採卵鶏生産システム

1

資料１３

76



2

経緯

2016年11月～ アドホックグループが採卵鶏のコード一次案を作成

2017年9月～ コード委員会の開催。新規案を提示

2018年1月 加盟国等（日本を含む）がコメントを提出

2018年3月～ 加盟国等からのコメントを基に二次案を

アドホックグループで作成

2018年9月～ コード委員会の開催。二次案を提示

2019年1月 加盟国等（日本を含む）がコメントを提出

2019年2月 コード委員会において、多くの国から届いたコメント

に対処するため、さらなる専門家の意見を聴取する

必要があるとされ、アドホックグループで議論される

こととなった

2019年4月 アドホックグループで議論
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3

改正案の主なポイント

定義や測定指標が整理されたほか、勧告についても

追記または変更

（勧告の二次案の主なポイント）

・営巣の区域

・止まり木

・換羽

・痛みを伴う処置

・緊急時計画

・検査・取扱い
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4

前回※の日本提出コメント

ウェルフェアの基
準･測定指標

敷料､巣箱が適切に管理されない場合､衛生上の問
題が生じる場合がある旨追記。

施設の場所､
設計､構造､設備

良好なアニマルウェルフェア･健康の成果は様々な
舎飼システムで達成することができ、
システムの設計や管理が重要である旨追記。

床
砂浴びの区域
ついばみの区域

敷料等が適切に管理されない場合は衛生上の問題
が生じる場合があるため、「提供･設置する場合は」
との一次案の表現に修正。

営巣の区域
止まり木

他のアニマルウェルフェア章との整合性を
図るため､生産システムを具体的に制限しない表現
に修正。

有害な羽つつき及
び共食い

管理方法の一つであるくちばし処理についてより一
般的でかつ明確な表現を提案。

※本年１月提出
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本年２月のコード委員会の見解

5

○著しい数のコメントが寄せられ､多くのコメントは案の中で

提案されている勧告のいくつかに反対であることに注目。

○案の修正を行うアドホックグループに対し､次のことを

勧告。

・科学的根拠に基づき､動物の状態に基づいた測定指標

に重点を置くこと

・陸生コードの他のアニマルウェルフェアの章と調和する

こと

・社会的・経済的考察や食品安全保障への影響も考慮

すること

・根拠に基づくこと（エビデンスベース）
80



ＯＩＥ総会の日本発言･各国の主な発言

6

・日本から､OIEコードのアニマルウェルフェア章は､
気候､地理的な状況､文化､社会的要因等に応じて世界
中で発展を遂げてきた多様な生産システムを考慮し､
柔軟性が確保されたものであるべきであり､十分な議論
を行うよう要請。

・米国（アメリカ地域31か国の代表）から､一次案では､
多様な生産システムが認められる包括的な内容となっ
ていたが、二次案では､広く普及しているケージ飼養を
除外する内容が提案されており､支持できないことから､
一次案に戻すべき旨要請。

・コロンビア、インド及びジンバブエも、現状の飼養状況
を踏まえた案となっていないことへの懸念を表明。
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コード委員会からのコメント

7

・多くの国が同様の懸念を有していることに注目｡

・アドホックグループの4月会合では､すべてのコメントが

検討され､現在の科学的情報とともに､生産システムの

環境､社会的･経済的な面も検討された。

・OIEコードのすべての章は採択されたらすぐに実施され

るというよりも､時間をかけて実施されるだろう｡

・コード委の作業のために､関連する科学的情報を提供

することを加盟国に奨励｡
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8

構成

第1条 定義

第2条 適用範囲

・ 対象の説明

・ 生産システム（屋内型、屋外型）の説明

第3条 ウェルフェアを評価するための基準・測定指標

の説明

第4条～第29条 勧告

（勧告ごとに、第3条で示される基準・測定指標

のうち関連するものが列記されている）
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コード委員会の今後の活動計画

1

資料１４

84



2

検討中の主なトピック

用語集

 “animal product”, “product of animal origin”, “animal-by product”の定義（予備検
討段階）

 “notify”, “notifiable disease”, “report”の用語見直し（予備検討段階）

新規水平章の策定検討

 バイオセキュリティに関する新規章（予備検討段階）
 ゾーニングの適用に関する新規章（予備検討段階）

水平章の改正検討

 CWD、ウエストナイル熱、PED、タイレリアspp、MARSのリスト疾病化の適否（専門
家による検討）

 消毒（第4.13章）の改正（予備検討段階）
 出発及び到着時の措置（第5.4から5.7章）の改正（予備検討段階）
 獣医療における抗菌性物質の適正使用（第6.10章）（専門家による検討）
 アニマルウェルフェアと殺（第7.5章）、動物の殺処分（第7.6章）（アドホックグルー

プによる更なる検討） 85



3

検討中の主なトピック

新規疾病固有章の策定検討

 スーラ病に関する新規章及び媾疫の改正（専門家による検討）

 アフリカ由来のトリパノソーマ病に関する新規章（アドホックグループによる更な
る検討）

 クリミアコンゴ熱に関する新規章（予備検討段階）

OIEリスト掲載SOPの策定

 BSE（第11.4章）（アドホックグループにおける検討）
 CSF（第15.2章）（OIE公式認定対象疾病コードの調和作業待ち）
 牛疫（第8.16章）（OIE本部及びFAO-OIE Joint Advisory Committee による検討）
 FMD（第8.8章）（関連章（ゾーニング）の検討待ち）

疾病固有章の改正検討

 疾病をOIEリストに掲載（又は取り下げ）する際に、専門家や専門委員会が参照
するためのSOPの策定（OIE本部及び科学委において検討）

86



4

検討中の主なトピック

公式ステータス認定に関する項目の調和

 2018年9月、OIE公式ステータス認定の対象となっている疾病について、ステータ

ス認定と維持、公的管理プログラムの承認と取消に関する項目を調和させるた
めの検討が開始

 始めに、比較的新しい章であるPPRをモデルとして見直しに着手し、追って他の
疾病について調和させていく方針

 見直し後は、章横断的な内容については、疾病毎の章には改めて記載しない方
向
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