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単一市場で動物の健康を維持する
欧州連合は、域内での物品の移動を可能にする単一市場と、世界の多数の国との強固
な貿易関係を考慮すると、動物の疾病を効果的に管理することが重要です。

そのため欧州連合は家畜を保護するための厳格な戦略を確立しました。EUの動物疾
病管理システムは、すべてのEU加盟国に適用される包括的な一連の調和された規則
に基づいて構築されています。獣医委員、民間獣医、農場やその他の動物飼育者、食品
事業者だけでなく、狩猟者や野生生物の専門家も、完全な透明性を保ちながら、動物
の疾病の予防、検出および管理に協力しています。

EUの家畜と貿易に関する重要な事実（2016年の図）
EUには627万もの家畜を所有している農場があります。
EUには合計約1億3,000万家畜単位 (LSU)が存在し、約48%が牛、26%が豚、15%が鶏
です。絶対数としては、フランスが最も多い家畜を所有していて（2,180万LSU）、次に
ドイツ（1,840万LSU）、スペイン（1,450万LSU）が続いています。

2016年、EUは200万トン（55億ユーロ）以上の動物または動物製品を輸入し、1,100万
トン（235億ユーロ）以上を域外に輸出しました。EU域内の貿易額は4,350万トンで、
総額は765億ユーロでした。
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予防
バイオセキュリティー

予防は治療よりも得策です。そのためEUが新たに採択した法的枠組みでは、畜産農家が動物を保護し、
バイオセキュリティ対策を施行するという一般的な義務を導入しました。こうした対策は2021年まで
に徐々に導入されており、飼育されている動物種、飼畜システム、畜産の規模と場所、その地域の動物の
密度によって異なる場合があります。また、家畜や胚製品を扱う他の事業者は、登録または承認されてい
る必要があり、公的な管理対象です。
農場のバイオセキュリティ対策には、次のものが含まれます。（i）囲い込み、フェンス、屋根ふき、（ii）清掃、
消毒、および害虫駆除プロトコル、（iii）動物、人、車両、および製品の施設に出入りするための手順、（iv）検
疫プロトコル、 （v）糞尿およびその他の動物による副産物の安全な処分。
動物の疾病と感染の潜在的な経路に関して最新の知識を持つことは、効率的な疾病の予防と管理の前提
条件です。したがって、EUのオペレーターと動物の専門家は、正式に教育を受けるか、農家の組織やその
他のプロバイダーが提供するトレーニングを受ける必要があります。
すべての畜産事業者は、動物の移動の記録を維持し、バイオセキュリティプロトコルを文書化する必要
があります。

EUの家畜個体数密度

「 信頼できる動物の疾病管理は、EUにおける物品の自由な移動を
サポートするために必須です。欧州委員会は、管理システムの実
施を委託されていて、各部局は信頼を得るために日々尽力して
います。」 

Ladislav Miko 
欧州委員会保健・食品安全総局衛生
および食の安全担当副局長

日付：N/A

Administrative Boundaries: © EuroGeographics © UN-FAO © Turkstat
Cartgraphy: Eurostat - IMAGE, 17/03/2017

カナリア諸島（スペイン） グアドループ島（フランス）

マルティニーク島（フランス） ガイアナ（フランス）

レユニオン島（フランス） マルタ

アゾレス諸島（ポルトガル） マデイラ諸島（ポルトガル）
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動物個体識別および移動管理
効果的な動物個体識別と移動管理は、動物のあらゆる疾病管理戦略の重要な要
素です。したがって、EUの家畜は、種と農場経営の慣行に従って識別される必要
があります。これは個体（例：ウシ亜科の動物）またはグループ（例：豚に似た動物）
として識別できます。
農場と集合地など、その他の関連施設は国のデータベースに登録されており、
追跡できるように家畜の移動を記録する必要があります。 

EU域内の家畜取引
加盟国間での家畜および胚製品の移動には、仕出地での獣医学的検査と証明書が必
要です。健衛生証明書は電子的に発行され、通過する加盟国または仕向地の加盟国の
獣医当局に通知し、動物の健康とアニマルウェルフェア（動物福祉）に関する規則を
施行するための輸送中の検査を可能にします。
EU域内の認証およびトレーサビリティシステムは、1990年代初頭から国内の国境管
理に取って代わり、EUが動物と動物製品の単一市場を確立することを可能にしました。

EUによるEU域外からの輸入
国際貿易による動物の疾病の持ち込みを防ぐために、EU域外からの輸入は、国際基
準に沿った調和のとれた厳格な獣医学条件の対象となります。生きている動物、胚製品、
動物由来製品は、認可された国の承認を受けた施設からのみ輸入できます。輸入品は、
必要な管理を行うために装備された指定の国境検問所を通過する必要があります。
輸入条件は国際的に通知され、輸出国の管轄当局によって署名されている獣医証明
書に詳述されています。

トレーサビリティと迅速な情報交換 ‒ TRACESのシステム
日々、加盟国間で動物と動物製品が取引されており、動物由来の食品がEU市場で販売されています。ま
た日々、EU域外の国とこうした物品を取り引きもしています。
TRACESは、これらの物品の多くに関連するすべての移動を追跡するオンラインシステムです。
EU域内では、加盟国間で国境管理は実施していません。TRACESは、加盟国間で輸送される家畜の公的な
管理、獣医認証、追跡（ルート計画）を管理するものです。疾病が発生した場合、接触した可能性がある動
物と接触した施設を即座に特定し、特定し、位置を把握し、隔離することができます。
またTRACESは国際貿易も管理しています。EUの生きた動物と動物製品の輸入に関する獣医証明書は、
EUの獣医当局と国境検問所で使用される情報システムを通じて処理されます。毎月TRACESシステムを
通じて、80か国近くの国から輸出される、5万点を超える製品に対する獣医証明書と植物検疫証明書が
処理されています。EUの国境検問所における獣医検査の結果は、TRACESを通じて登録され、不適合であっ
た物品は、他のすべての検問所に通知されます。
TRACESに関する詳細についてはこちらをご覧ください。http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

0435

「 EUの国境検問所から緊密な協力を得て輸入管理を実施し、食品
の安全性を保証しています。定期的にワークショップやトレーニン
グを行い、ベストプラクティスを広めています。顧客のために、ロ
ジスティクスプロセスに対する影響を最小に抑えています。」

G.E.(Liesbeth) Kooijman, 
オランダ食品および 
消費者製品安全当局輸入検査部部長
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高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）
ニューカッスル病
豚熱（CSF）
アフリカ豚熱（ASF）
口蹄疫
狂牛病
青舌病
ランピースキン病

山羊痘、羊痘
小反芻獣疫
リフトバレー熱
アフリカ馬疫 
馬伝染性貧血
狂犬病
炭疽病

検出

サーベイランス

動物の疾病のサーベイランスは、EUの動物の健康政策の重要な柱の1つです。
届け出義務がある疾病の検出のために各加盟国は、領土で適切な動物の健康サーベイランスを実施する
責任があります。高度なサーベイランス戦略は、疾病の疫学や地域のリスクレベルなど、多くの要因を考
慮して決定されます。各加盟国が実施するそれぞれの措置は、他の加盟国と欧州委員会の部局の精査の
検査の対象となります。ベストプラクティスを確実に広めるために、主に植物、動物、食品および飼料に
関する常任委員会、理事会の主席獣医務官作業部会、専門家グループおよびトレーニングイベントで定
期的な情報交換が行われています。また欧州食品安全機関（EFSA）とEUレファレンス研究所は法律で必
要な場合、科学的なアドバイスを提供しています。 

高リスクエリアに存在する農場に対する継続した健康サーベイランス

動物の密度が高い地域や鳥インフルエンザ感染のリスクが高いと特定された地域では、養鶏場は、水や飼
料の消費量や生産性の変化など、感染の初期段階を示す可能性のある重要な生産パラメータを監視する
必要があります。獣医局に対する変化の報告は必須です。即座に報告をすることで、疾病がさらなる蔓延
を防止するために診断と管理措置を実施する貴重な時間を得ることができます。

実施されている最も包括的なサーベイランスプログラムの1つは、野鳥と家禽の鳥インフルエンザ
についてのものです。   
このプログラムは欧州委員会が調整しています。
2015年には、リスクが高い農場にフォーカスし、2万か所以上の農場からサンプルを収集し、血清学
的検査を実施しました。一般市民、狩猟者、野生生物の専門家によって発見されたすべての疑わしい
鳥は、実験室で検査を受けます（2015年に6,500個体のサンプルが試験されました）。さらに、加盟国は、
渡り鳥の休憩所や家畜の密度が高い地域に近い水路など、特に適した地域の野鳥からサンプルを収
集します。

最も重大な動物の疾病の発生は、効果的に管理できるようす
るために、直ちに届け出なければなりません。ミツバチや養
殖された魚介類の疾病も含む、こうした届け出義務がある疾
病の完全なリストは、理事会指令82/894/EECに規定されて
います。 

EUで届け出義務がある主要な家畜の疾病の例
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動物疾病通知システム（ADNS） 

ADNSは、国の獣医局が重要な感染性動物疾病の状況の進展を登録および文書化す
るために設計された通知システムです。EUのすべての獣医局は、疫学的状況につい
てのシームレスなコミュニケーションを確保するために連携しています。
特定の伝染性動物疾病について、それまで未感染であった地域で最初に発生が検
出された場合、24時間以内に報告されなければなりません。欧州委員会のADNSチー
ムは、こうした報告を処理し、加盟国とOIEに通知するために24時間年中無休で待
機しています。
EUに報告されたすべての動物の疾病の発生の要約は、毎週更新され、公開されてい
ます。
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_adns_outbreaks-per-disease.pdf

診断

すべてのEU加盟国には、その領域内のすべての主要な届け出義務がある
疾患の迅速で調和のとれた信頼できる診断を保証し、疫学調査を可能に
するために、指定された国立レファレンス研究所があります。各国立研究
所は協力して、関連する欧州レファレンス研究所からの賛助を受け、EU全
体の研究所ネットワークを構築しています。こうした欧州レファレンス
研究所は、備えをより万全なものにするために、品質管理をし、共同試験
や技能試験、定期的なトレーニングを主催し、診断方法を調和し、検証し、
世界的な疫学状況を監視するように任命されています。現在、動物の健康
の分野で15のEUレファレンス試験所が任命されており、それぞれが特定
の動物疾病のポートフォリオを担当しています。
EUレファレンス試験所の詳細についてはhttps://ec.europa.eu/food/ref-labs_en
を参照してください。
届け出義務がある動物の疾病の発生が確認された場合、または非常に伝
染性の高い疾病の強い疑いがある場合は、他のすべての加盟国、貿易パー
トナー、および国際獣疫事務局（OIE）に直ちに通知されます。
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疾病管理
緊急時対応計画

最も重大な届け出義務のある疾病1については、加盟国は緊急時対応計画を実施し、高レベルの警戒と準
備を維持するために定期的なシミュレーション演習を実施する必要があります。欧州委員会は、すべて
の加盟国で獣医局とその緊急事態への備えについて定期的な監査を実施しています。すべての監査報
告書は公開されています。これらの透明性の高い通常管理により、EU全体における必要な疾病管理基準
の効果的な実施が保証されます。

1　アフリカ豚熱（ASF）、豚熱（CSF）、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）、ニューカッスル病、
青舌病、アフリカ馬疫、ランピースキン病、山羊痘、羊痘、リフトバレー熱、小反芻獣疫。

感染した農場の緊急対応

届け出義務のある動物の疾病の発生が疑われる場合、リスクをもたらす可能性のある動物と
動物製品と物品は、直ちに隔離されます。同じ国または他の加盟国の施設に輸送され、接触し
た可能性がある農場と動物は、TRACESおよび国内の移動管理システムの支援を受け、管轄当
局により特定されます。
農場での発生が確認された場合、即時に移動制御が適用され、感染した農場の周囲に制限ゾー
ン（いわゆる保護ゾーン、サーベイランス・ゾーン）が設置されます。汚染の可能性のある動物
と動物製品が特定され、隔離されます。疾病管理措置と貿易制限が適用される地域の正確な規
模と形状は、自然の境界線、地域の危険因子、問題の疾病の特徴、組織の問題によって異なる場
合があります。媒介昆虫を介して伝染する疾病の場合、サーベイランス・ゾーンは半径100km
を超える場合があります。

「 主席獣医務官の緊密な協力により、EUの獣医
療管理システムは非常に回復力があり、動物の
健康状態の改善に貢献しています。私たちはい
つでもお互いのサポートを頼りにすることが
できます。」

スウェーデン主席獣医務官
Ingrid Eilertz: 
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2016年4月にフランスで高病原性
鳥インフルエンザ（HPAI）が 
発生したときの地域化対策

保護ゾーン 

サーベイランス・ゾーン

制限ゾーン

動物疾病管理に関する 
注意事項



地域化 ‒ EUシステム

EUの法令は、農場で深刻な動物の疾病（口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）、豚熱（CSF）またはア
フリカ豚熱（ASF）など）またはそれまではEUの家畜には珍しかった疾病が発生した場合には、影響を受
けた農場と最低半径3km以内のすべての農場（保護ゾーン）と10km（サーベイランス・ゾーン）に即時の
移動制限を適用するものと規定しています。昆虫によって伝染する可能性のある疾病の場合、これらのゾー
ンは非常に広範囲となります。
これらのゾーンの感染しやすい動物のすべての移動は、疾病の根絶を待つ間、疾病を封じ込めるために
即刻または厳密に制御されます。調査により、疾病のキャリアとなっている可能性があるすべての接触
動物だけでなく、食肉、ミルク、卵、糞尿、汚染されている可能性がある飼料などのすべての製品も直ちに
特定、追跡、隔離します。疾病の発生は感染した農場で根絶され、保護ゾーンとサーベイランス・ゾーンで
集中的なモニタリングと検査が行われます。必要に応じて、根絶は疫学的にリンクされた農場（接触農場）
に拡大されます。その後、洗浄と消毒を実施します。影響を受けた加盟国は、欧州委員会と他の加盟国の
同意を得た場合にのみ、移動制限を解除し、家畜数が減少した農場に家畜を補充することを許可するこ
とができます。
こうした措置に加えて、継続的なレビューを条件として、EU委員会は、動物の移動または動物由来の製品
の販売に関して特定の規則を適用する追加の制限区域を指定する場合があります。たとえば、制限区域
から適切に熱処理された製品のみを移動することができると決定する場合があります。例外なく、EU域
内での貿易に適用される移動制限またはその他の疾病管理措置は、EU域外の国への輸出にも同様に適用
されます。
EUの地域化システムは、長年にわたってその効率性を実証しており、貿易に関する混乱を最小限に抑え
ながら、疾病の蔓延を効果的に防止しています。動物の疾病の発生は、常に回避できるとは限りません。
しかし、野生生物に対する感染リスクが非常に高い場合でも、農場から農場への二次感染は非常に稀です。

アフリカ豚熱（ASF）  

アフリカ豚熱（ASF）は豚とイノシシの感染症です。人間や他の動物種には影響しません。アフリカ豚
熱（ASF）の感染が農場または野生豚のいずれかで疑われるか確認された場合、疫学的状況と、さまざ
まな製品に関連する各種レベルのリスクを考慮した厳格な管理措置が適用されます。
検出された発生地周囲の指定ゾーンからの生きた豚、胚製品、生肉、および肉製品の移動には、差別化
された制約が適用されます。農場では検疫措置を講じる必要があり、血清学的検査を実施し、ウィルス
の蔓延を防止するために副産物を処理または焼却する必要があります。制限ゾーンは、これらのゾー
ンの外側にある家畜を確実に保護するのに十分な規模です。肉および肉製品の特定のマーキングによ
り、制限区域からの製品を簡単に識別し、対策を確実に実施することができます。
EUは、国際獣疫事務局（OIE）のすべての推奨事項を実施し、その貿易相手国と二国間または世界貿易
機関（WTO）経由のオープンな対話を常に行っています。独立したWTO専門家パネルは、講じられた措
置の有効性を確認しました。
アフリカ豚熱（ASF）についての詳細は以下をお読みください。 
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
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動物の健康に関連するEUの支出

動物の健康の分野における地域社会の支援は、加盟国が国家獣医療プログラムに資金
を提供するのに役立ち、緊急措置のためにEUレベルで柔軟な準備金を維持することを
可能にしています。
この基金は、EUの動物の健康状態を改善し、動物の福祉の向上を支援することを目的
としています。EUにおける感染ゼロ地域の継続的な拡大によって、その実績が証明さ
れています。
https://ec.europa.eu/food/funding/animal-health_en

EU全体のサポートと協力

EUは、特定の動物の疾病を予防、管理、根絶するために加盟国に財政的支
援を提供しています。緊急の助成金は、深刻な発生が発生した場合の緊急
措置に資金を提供するために使用することができます。動物の健康に関
連する現在のEU予算（2014年から2020年）は、この目的に約13億ユーロ
を割り当てています。
EUの共同資金は、特定の疾病（口蹄疫、豚熱（CSF））を制御するための緊急
ワクチン接種を可能にするためにワクチンバンクを維持するためにも使
用されます。

管理措置

届け出義務のある疾病の管理には、通常、疫学調査、移動管理、影響を受け
た動物の殺処分が含まれます。また必要に応じて、また法律で義務付けら
れている場合は、感染した農場や疫学調査によって特定された他のリス
クのある農場での動物の群れの殺処分（人道的な畜殺と駆除）も行います。
例外的な場合では、公的な認証と承認を受けてから、緊急ワクチン接種が
される場合があります。病気を感染させる可能性のある動物製品は、リス
クを排除するために適切に処理または破壊する必要があります。
感染した農場周辺の移動制限は、影響を受けた地域での清掃、消毒、サー
ベイランスなどの適切な措置が講じられた後にのみ解除することができ
ます。EUの法律と国の緊急時対応計画は、これらの行動の精密なタイムテー
ブルを規定するものです。ただし、適切なサーベイランスが実施され、影
響を受けた地区での病原が残存している可能性が科学的に否定されると、
EU法と国際獣疫事務局（OIE）の推奨事項に従い、措置は解除されますその
ために貿易制限の経済的影響を、避けられない最小限に抑えることができ、
管理の面で妥協することはありません。
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コミュニティ獣医緊急チーム 
 
過去の深刻な伝染病は、動物の疾病の発生を効果的に管理するために、高度に訓練された要員を
用意周到に利用できるようにすることの重要性を浮き彫りにしました。EUでは、近年、動物の疾病
の管理と根絶に関する幅広い経験が得られています。危機の時には、動物の疾病の専門家は、初め
て疾病に冒された加盟国またはEU域外の諸国の当局を支援するよう求められてきました。
こうした理由で、コミュニティ獣医緊急チームが設置されました。
コミュニティ獣医緊急チームには、獣医学、ウイルス学、野生生物、実験室試験、リスク管理、その
他の関連分野の専門家が含まれています。専門家は待機状態にあり、難しい動物の健康状況に対
応できる準備が整っています。

欧州委員会による監督

届け出義務のある疾病が発生した場合、欧州委員会は加盟国と継続的に協力して状況を非常に密
接に追跡します。実施された管理措置および根絶の進捗状況は、委員会の監査および分析サービ
スによって実施される監査を通じて検証される場合があります。このような監査は、制限の解除
に関連する決定をサポートするために実施される場合もあります。
必要に応じて、EUコミュニティ獣医緊急チームの専門家を配置して、加盟国の管理措置と疫学調
査を支援することができます。
より安全な食品のためのより良いトレーニング（BTSF）プログラムを通じて、欧州委員会は、10年
以上にわたって、動物の疾病管理、緊急時対応計画、国境検査、および獣医療管理に関連するその
他のトピックに関するベストプラクティスを加盟国と関心のある第三国に広めています。

「 単一市場は農場の収入を安定する
ために役立ちます。信頼性の高い
動物の健康管理がなければ、価格
が最高の市場で販売することは不
可能です。」

Lorenzo Fontanesi
イタリアロンバルディーア州と
エミリア＝ロマーニャ州の家畜
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国際貿易

安全でスムーズに機能するEUの単一市場は、高い衛生状態と自由貿易を維持するという2つの目的を達
成するという、EUの能力を長年にわたって実証してきました。過去10年間にEUが達成した動物の疾病
の封じ込め、管理、根絶に関する成功は、EU加盟国における動物の病気の予防、検出、管理で得られた能
力と経験を強調しています。

透明性
情報交換

EU単一市場の機能を維持するためには、毎日の完全な透明性が不可欠です。EUの獣医制度の継続的な信
頼性の高い精査と完全な透明性によってのみ、EUのすべての地域の農家は、家畜が可能な限り最善の方
法で保護されていると信頼することができます。
EUの国際貿易関係についても同じことが言えます。動物の疾病は発生しないとは、誰も保証できません。
しかし、EUの貿易相手国は、あらゆる事件について通知を受け、EUからの輸出による疾病の蔓延を防ぐ
ために迅速かつ効果的な管理措置が講じられていることを確認する必要があります。
動物の伝染病が発生した場合、影響を受ける可能性のある当事者に直ちに通知する必要があります。EU
の動物疾病通知システム（ADNS）は、欧州委員会とすべての加盟国の獣医局との間で、24時間体制の情
報交換を提供しています。また欧州委員会から直接的に、そして世界動物健康情報システムを介して、
OIEとEUの貿易相手国に即時に通知が送信されます。状況が長引く場合は、欧州委員会の保健・食品安全
総局のウェブサイトにステータスレポートが定期的に公開されます。
欧州委員会の監査と分析サービスは、EU加盟国および輸入が行われるEU域外の国の管理システムの監
査レポートを公開し、利害関係者にすべての欠点と是正措置が明白になるようにします。
EUの貿易相手国は、すべての加盟国の動物の健康状態を十分に認識していることを確信できます。EUは
EU域内貿易とEU域外への輸出に同じポリシーを適用し、同じ高レベルの安全性を保証しています。

独立した科学的アドバイス、世界基準環境

欧州食品安全機関（EFSA）は、EUが規制に関して行う決定の基礎となる独立したリスク評価を提供して
います。この評価は、域内生産とEU域外からの輸入に適用されるEUの獣医療基準の科学的基礎となります。
欧州食品安全機関は、諮問委員会に招聘可能な最高の科学者を集めています。またその意見と報告は、
EUの合理的で科学に基づいた獣医学政策を形作るのに役立ちます。
欧州食品安全機関は2004年の創設以来、EUの中核となる価値観（最先端の科学、高い透明性と保護のレ
ベル）を示す世界的に認められた機関となりました。
また、EUレファレンス研究所のネットワークは、EU委員会が利用できる独立した高度な科学的能力の重
要な情報源です。

EUは、国際獣疫事務局（OIE）が推奨するような国際規格の開発に積極的に関与しています。この取組みは、
世界全体の動物の健康の改善に貢献し、世界的に合意されたルールに基づく食品および農産品の貿易の
促進に役立ちます。
EUは、開発途上国がこれらのルールに準拠することを支援する数多くのプログラムを提供しています。
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