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要　　約

　家畜及び畜産物（家畜等）の輸出入に関する防疫業務は農林水産省動物検疫所（動検）の所管である。

しかし近年、輸出入防疫に関する幾つかの制度変更があったため、当所における輸出入防疫業務に関す

る変遷の調査を行った。都内向け輸入家畜の大半は馬であり、従来、着地検査時に馬の検査等証明手帳

（手帳）の取得を目的とした馬伝染性貧血（伝貧）検査を行うのが常であったが、競技施設等への入厩規

定改正に伴って着地検査時の伝貧検査を行わない事例もあった。また、乗用馬と競走馬など用途によっ

て輸入元（仕出国）に違いが見られた。動検が以前より導入していた輸出入申請のための検査手続電算

処理システムがインターネットを介した Web システムに更改されて以降、当所の輸出入防疫業務におい

て大きな割合を占めていた疫学証明書の交付が殆どなくなり、動検から当所への伝染病発生状況照会事

務に代わったことで迅速な回答が可能になった。また、検疫中における飼養管理の特殊性から、競馬場

以外に動物園等で輸出検査場所の指定を受ける事例が出てきている。一方で日本と輸出先（仕向国）と

の衛生条件の差異から、監視伝染病以外の伝染病発生状況についても回答を求められる事例があるため、

各種伝染病の知識習得等が求められる。

　国際化の進展に伴い家畜及び畜産物（家畜等）

の輸出入規模が拡大する一方で、口蹄疫や鳥イン

フルエンザといった伝染病の日本への侵入リスク

が高まっている。また、国内でも家畜等の流通の

高速・広域化に伴い、一度伝染病がまん延すると

その被害は甚大なものとなる。

　家畜防疫業務において各都道府県が担当するの

は国内についてであり、輸出入に関するいわゆる

「水際防疫」は農林水産省動物検疫所（動検）の

所管となっているが、全般的な予防には双方の協

力が欠かせない。東京都の輸出入防疫業務に関し

ては平成 14年度にも報告１）されているが、それ

以降における制度や業務量の変遷について調査し

たので報告する。

　日本の家畜衛生体系を図１に示す。家畜等の輸

出入にあたっては農林水産省が国際獣疫事務局

（OIE）など国際機関のほか、輸出入の相手とな

る各国を通じて衛生条件の締結や情報交換を行な

い、その内容を全国の空港・海港を所管する動検

の各支所および各都道府県に通知する。動検が輸

出入検疫を行う際には各相手国の衛生条件の内容

とともに日本国内での伝染病発生状況といった情

報が必要となるため、各都道府県の畜産主務課お

よび家畜保健衛生所（家保）にもその都度協力が

求められる。
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輸入検疫

　家畜等の輸入検疫の流れを図２に示す。輸入検

疫は動検が行う「輸入検査」に加え、その後飼養

施設にて家保が行う「着地検査」に分けられる。

輸入に先だって申請者は動検に対して届出と輸入

検査の事前申請を行い、到着した家畜等は到着地

及び係留施設を所管する動検で伝染病に関する

種々の検査を受ける。検査結果に問題が無ければ

申請者には輸入検疫証明書が交付され、家畜は「解

放」という形でそれぞれの飼養施設（畜産物であ

れば加工・販売業者）へ向けて送致される。家畜

の場合、同時に都道府県にも「仕向通知」として

解放が知らされ、家保がそれを基に原則として到

着後３ヵ月間の着地検査を行うこととなる。 
　平成 16年度から 27年度に都内に輸入・送致さ

れた家畜頭数の推移を図３に示す。１医科大学で

平成 23年度と 24年度に輸入した実験用ミニブ

タ 19頭以外の内訳は全て馬であり、「その他の馬」

のうち 16年度と 20年度に多数記録があるもの

は、後述する騎馬オペラの興行馬である。

　従来、乗用馬の各飼養施設で新規に馬を導入し

た際は、その出自に関係なく当該馬の伝貧検査を

行うのが常であった。特に輸入馬の場合は手帳を

取得する目的から飼養者によっては着地検査より

も重要視していた感があるが、平成 26年夏に競

技施設等への入厩規定が改正されたことで、全て

の馬は過去５年以内の伝貧検査証明があれば入厩

が可能となった２）。

　元々、全ての輸入馬の輸入検疫証明書には伝貧

の検査結果が陰性である旨が記されているため、

この証明書があれば輸入後５年間は、着地検査の

終了直後から競技施設等への入厩が可能である。

また、東京都でも５年間隔で都内全ての馬に対し

て伝貧検査を行えるよう体制を整えたため 2）、手

帳の取得だけを目的とした着地検査時の伝貧検査

を行う必要がなくなった。

　平成 26年度末以降、各飼養者に全ての馬の伝

貧検査間隔を５年毎とする旨を説明してきた結

果、27年度の輸入乗用馬 10頭のうち４頭は、着

地検査時の伝貧検査を実施しなかった。ただし４

頭中１頭は、後日飼養者からの依頼により臨時の

伝貧検査を実施した。

輸入馬の内訳

　平成 16年度から 27年度までに輸入された馬

のうち、乗用馬についての仕出国内訳を図４に示

す。騎馬オペラの興行馬と国際馬術競技の海外遠

征から帰国した馬を除くと 101頭おり、ベルギー

からの輸入が 56頭と半数以上を占めていた。

　同じく競走馬についての仕出国内訳を図５に示

す。国際レースの海外遠征から帰国した馬を除く

と 61頭おり、これらの馬はレース終了後に休養

のため本国へ帰国、もしくは次のレース出走のた
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め第三国へ転戦すべく輸出という形で直ちに日本

を出国する点が乗用馬と異なっている。また、乗

用馬で半数以上を占めていたベルギーからの輸入

が１頭もないのに対して、馬の繁殖生産を一切

行っていない香港からの輸入が最も多いことな

ど、用途による仕出国の違いが見られた。

輸入家畜における伝染病摘発等の事例

　日本への輸入家畜は仕出国を出発する際に農林

水産省が提示する衛生条件に基づいた検査を受

け、これに合格しているはずであるが、輸入検査

時に伝染病が摘発されることがある。その際、投

薬等により治療可能であれば検査期間を延長して

治癒した後に解放となるが、治癒の見込みが無い

場合や、口蹄疫等日本の家畜衛生上重大な影響を

及ぼす伝染病の場合は、仕出国への返送や動検施

設内での殺処分といった措置が執られる。

　都内に送致された輸入家畜でも平成 16年度以

降、表１のような事例がある。最も多いのが馬パ

ラチフスの摘発に伴う解放遅延の事例であるが、

平成 21年の２度目の騎馬オペラ興行時において、

日本では家畜伝染病とされるピロプラズマ病の陽

性馬１頭が摘発された。この時は当該馬のみが仕

出国へ返送された以外に異状はなく、興行も予定

通り行われたが、着地検査を含む形で公演会場や

周辺区域における消毒及びダニ駆除に関する頻繁

な現地指導が行われた。

　一方で、無事に治癒し解放されたものの、豚イ

ンフルエンザや馬インフルエンザの摘発に伴う解

放遅延の事例があった。また、伝染病と無関係な

がらも、解放直後の事故死によって着地検査が実

施できなかった事例もあった。

輸出検疫

　輸出検疫の流れを図６に示す。家畜等の輸出を

行う際、申請者は日本国内にある仕向国の大使館

等を通じて衛生条件の事前確認を行った上で、必

要に応じて飼養施設を所管する家保に疫学証明書

の交付を申請し、それを添付して動検に輸出検査

を申請する。疫学証明書が無い場合は伝染病発生

状況の照会が動検から家保に対して直接行われ、

家保はこれに回答する。動検は輸出対象である家
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表1 都内向け輸入家畜における伝染病摘発等の事例

H17年10月 乗用馬で馬パラチフス疑陽性摘発、解放遅延

H20年 4,10月 同一ロット乗用馬で馬パラチフス疑陽性摘発、

解放遅延

H21年 1月 興行用馬およびロバ39頭中でピロプラズマ病陽

性馬1頭摘発、当該馬のみ仕出国へ返送

H22年10月 乗用馬で馬パラチフス疑陽性摘発、解放遅延

H23年 2月 同一ロット実験用ミニブタで豚インフルエンザ

ウイルス分離陽性、解放遅延

H23年 3月 同一ロット乗用馬で馬インフルエンザウイルス

分離陽性および馬パラチフス疑陽性摘発、解放

遅延

H24年 2月 乗馬クラブにて着地検査前の輸入乗用馬が事故

死

H25年 3月 動物園展示用馬で馬パラチフス疑陽性摘発、解

放遅延

H26年11月 海外からの国際レース出走馬がレース中に骨折、

安楽死処分

表1　都内向け輸入家畜における伝染病摘発等の事例
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畜等に対して仕向国の政府機関から提示された衛

生条件に基づく検査を行い、検査結果に問題がな

ければ疫学証明書や家保からの回答内容を根拠の

一つとして輸出検疫証明書を作成、申請者に交付

し、家畜等は出発地を所管する動検を経由した後、

航空機や船舶に搭載されて出国していく。

　輸出関連業務件数の推移を図７に示す。疫学証

明書の交付はかつて当所の輸出入関連業務の中で

も大きな割合を占めていた。海外への転勤や永住

に際してウサギやインコなどの小動物をペットと

して連れて行くためという事例もあったが、大半

の事例は台湾・中国向けのレース鳩や、欧州向け

のマヨネーズ原料の輸出に関するものであった。

　平成 20年、動検が以前より導入していた輸出

入検査手続の電算処理システムがインターネット

を介しての手続きが可能な Web システムに更改

された。疫学証明書は作成に際して外国語表記が

必要となる場合があるほか交付に際して別途手数

料が必要なこと、発生状況照会の方が回答をより

迅速に行えること、最終的に必要な「日本政府機

関発行の証明書」は当所の疫学証明書ではなく動

検が交付する輸出検疫証明書であること、夜間や

休日でもインターネットを介しての検査申請が可

能であること等から、システム更改以降の疫学

証明書の交付実績は殆どなくなっている。なお、

この機能は平成 25年秋から税関の「輸出入・港

湾関連情報処理システム（Nippon Automated 
Cargo and Port Consolidated System　略称：

NACCS）」に統合され、当所による着地検査の

結果報告も含めた利用者の利便性が向上してい

る。

輸出入検査場所の指定

　家畜等の輸出入時の検疫は、動検もしくは家畜

伝染病予防法（法）により定められた場所で行わ

れるが、特別の事情がある場合は農林水産大臣が

個別に指定する他の場所でも検査を行うことがで

きるとされている。このため、海外から招待した

競走馬をレース終了後直ちに出国させる必要があ

る競馬場は、厩舎の構造設備や作業手順等定めら

れた条件をクリアすることで輸出検査場所として

の指定を受けることができる。

　また、日本が輸出入検疫の対象としない動物種

であっても、仕向国から日本政府機関による伝染

病の有無に関する証明を要求されている場合につ

いては、動検による輸出検査が行われる。家畜と

は異なる条件下で野生動物の飼養管理を行う動物

園でも、繁殖や血統更新等の目的で海外へ動物を

移送する際、同様に輸出検査場所の指定を受けて

いる。

　指定に先立って行われる伝染病発生状況の照

会・回答の内容は輸出検疫と同じであるが、図 8

に示した流れのように家保に直接ではなく必ず都

道府県を通して照会が来ることに加え、家畜防疫

官による現地調査の際は家保の担当者も必要に応

じて同行・協力する点が異なっている。
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　都内で輸出入検査場所の指定を受けた施設数の

推移を図９に示す。指定期間は原則として農林水

産大臣による指定決定後から対象家畜等の輸出入

が完了するまでとなっているため特定の施設が同

年内に複数回の指定を受ける場合もあるが、恒常

的に輸出入を行う施設では１年を超えない期間内

での指定も可能になっている。競馬場や動物園以

外では過去に動物用医薬品の製造企業、騎馬オペ

ラやサーカスの興行会場が輸出検査場所の指定を

受けていた事例があった。また、骨粉や獣皮など

を原料とする肥料や皮革製品の製造企業が畜産物

の「輸入検査場所指定」を受けていた時期もあっ

たが、現在、都内では全て輸出検査場所の指定の

みとなっている。

　なお、国際レースに出走する海外からの競走馬

については日本到着後直ちに、日本中央競馬会（以

下：JRA）であれば競馬学校（千葉県白井市）、

地方競馬全国協会であれば地方競馬教養センター

（栃木県那須塩原市）に送致される。輸入検査は

それらの施設で行われ、検査終了後に初めてレー

スが開催される競馬場へ移動して来るため、都内

各競馬場は輸出検査場所の指定のみで、以前から

輸入検査場所としての指定を受けていない。

今後の課題

　情報提供等を通じた動検による輸出入検査の補

完および当所による着地検査を今後とも円滑に推

進していくための課題のうち、最も重要なものと

して当所家畜防疫員の伝染病に関する知識の習得

が挙げられる。

　日本と仕向国との衛生条件の差異のため、発生

状況照会では監視伝染病以外（法による届出義務

の無い）の伝染病についても回答を求められる事

例がある。しかし診療獣医師等による届出義務が

無ければ、病性鑑定等により当所で別途確認をし

ていない限り「発生状況不明」としか回答できな

い。　

　また「流行性脳炎と日本脳炎」、「家きんサルモ

ネラ感染症とひな白痢」など法における名称と一

般的な名称が異なるもの、「媾疫と腺疫」など病

原を異にしながら似通った名称である紛らわしい

ものもあるため、疫学証明書の作成や発生状況の

回答に際して混乱を来さないよう、監視伝染病だ

けでなく海外病に関する知識も十分に習得してお

く必要がある。

　この他に、伝染病の検査・診断技術の向上が

挙げられる。輸出に際して発生状況照会と同じ

く、家保が通常業務の対象としていない伝染病の

検査依頼を受けることがある。しかし、当所で用

意できる試薬や検査キットはあくまでも特定の家

畜・家きん専用に開発・製造されたものであるた

め、特に野生動物の検査・診断に対して正しい結

果を出せる保証は無いのが現状である。今後、技

術面で可能なものは家保で対応すべきであること

はもちろんだが、検査内容に応じて各研究施設や

JRA、獣医大学等へも協力を要請できるよう協議

申請者

飼養施設を
所管する

動物検疫所

申請

農林水産大臣

都道府県
畜産主務課

協議及び
伝染病発生状況の照会

検査場所となる
飼養施設

家畜防疫官による
現地調査

指令書等の
交付

家畜保健衛生所

申請

現地調査への同行

家保からの
情報の回答

伝染病発生状況
その他衛生管理に
関する情報提供

図8　輸出入検査場所指定の流れ　 図9　都内輸出入検査場所指定施設数の推移図 都内輸出入検査場所指定施設数の推移

－ 57 －
平成27年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2017）



しておくことが必要かと考える。

　来る平成 32 年、東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック競技大会の馬術競技は都内で開催予

定となっている。また、開催時には馬だけでなく

世界中から多くの人・物が往来する分、それだけ

海外からの伝染病侵入リスクも高まる。当所はこ

れまでも輸出入防疫の一翼を担って来たが、今後

とも健康な家畜・安全な畜産物の輸出入に貢献し

て行きたいと考えている。

　本報告に際して、多方面にわたりアドバイスを

賜りました、動検羽田空港支所検疫課主任検疫官

片岡那津見氏に深謝致します。
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