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特別寄稿

国際獣疫事務局の沿革と役割

宮城島一明*

国際獣疫事務局 事務局次長兼科学技術部長

What Does the World Organisation for Animal Health (OIE)? 

Kazuaki MIYAGISHIMA* 

Deputy Director General and Head of Sci巴ntificand Technical Department 

W orld Organisation for Animal Health 

Summary 

The World Organisation for Animal Health (OIE) is an intergovemmental organisation found巴din 1924. With its 178 Member 

Countries (as ofNovember 2012)， it works to (i) ensure transparency in the global animal disease situation ; (ii) collect， analyse and 

disseminate veterinary scientific information ; (iii) encourage intemational solidarity in the control of animal diseases ; (iv) safeguard 

world trade by publishing health standards for intemational trade in animals and animal products ; (v) improve the legal framework 

and resources of national Veterinary Services ; and (vi) provide a bett巴rguarantee of food of animal origin and to promote animal 

welfare through a science-based approach. The intemational standards of the OIE are consider巴das points of reference for animal 

health and zoonoses by the World Trade Organization. 

はじめに

国際獣疫事務局(漢語では世界動物衛生組織)は OIE

と略称されますが，これはフランス語の歴史的正式名称で

ある Offic巴intemationaldes Epizootiesの頭文字をとったも

のです。 20世紀の初頭，運搬途中の動物から牛疫が欧州

に擦まりそうになったことを教訓に，動物の疾病情報の伝

達を促進し動物伝染病の国際伝播を予防するために設け

られた政府間組織です。 OIEは国際機関ですが，国際連合

には属していません。本部はフランスのパリにあります。

1995年 1月に発効した世界貿易機関 (WTO) の衛生と

植物衛生措置の適用に関する協定 (SPS協定)によって，

動物衛生と人畜共通感染症の分野で OIEが策定する国際

基準には特別な意義が与えられました。つまり， WTOの

加盟国は，自らの衛生措置を OIEの基準に準拠したもの
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にする義務を負い，二カ国聞の貿易紛争の際には， OIEの

基準を参考に紛争解決委員会が判決を下すことになったか

らです。

OIEは1980年代までは本部職員 20名余の小さな国際機

関でしたが，その後次第に規模が大きくなり，今では本部

職員 60名余り，それとほぼ同数の職員が世界各地の地域

代表部に勤務しています。アジア太平洋地域代表部は東京

にあります。 2012年現在の加盟国数は 178で，これには

中華人民共和国と台湾の双方が含まれます。日本は 1930

年に OIEに加盟しました。

意思決定の仕組み

OIEは国際機関ですので，加盟各国の代表(通常は農業

省に所属する筆頭獣医官)が参加して毎年 5月にパリで聞

かれる年次総会が最高意思決定機関となります。年次総会

は任期 5年の事務局長を選出するほか，動物衛生，動物福

祉，動物由来食品の食品安全に関する国際基準を採択しま

す。年次総会に次ぐ意思決定機関は理事会で，議長(総会

の議長をかねる)，副議長，前議長のほか， 6名の理事か

ら構成され，任期はいずれも三年です。副議長が慣例で議

長に昇格することが多いので，いったん副議長に選出され
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ると，合計9年にわたって理事会のメンバーにとどまるこ

とになります。

諸方面にわたる OIEの活動は，総会で承認された五カ

年計画(現行計画年度は 201卜2015年)に従いますが，理

事会議長と事務局長のリーダーシップにも大きく負う とこ

ろがあります。OIEの活動の対象は，晴乳類.鳥類，蜂，

魚類，甲殻類，軟体動物から両生類にまで及びます。

総会の投票にかけられる国際基準案は， 4つある専門委

員会(動物疾病科学委員会，陸生動物衛生規約委員会，水

生動物衛生規約委員会，生物基準委員会)が単独であるい

は共同で作成し，最終案となる前に通常は 2回以上，加盟

国に回附されて意見が取り入れられます。これらの専門委

員会の委員は総会の選挙で選ばれます (任期 3年)。専門

委員会は具体的な作業を特定分野の専門家からなる小委員

会に付託することが多く，小委員会の構成員の決定は事務

局長の専管事項です。専門委員会と小委員会の中間に位置

図 1 OIE本部(パリ，フランス)

するのが作業部会で，野生動物疾病，動物福祉，動物生産

食品安全の3部会があります。構成員は事務局長が指名し，

総会が承認するという形をとっています。

理事会，専門委員会，作業部会，小委員会の構成員は，

すべて個人の資格で会議と意思決定に参加します。 OIEの

意思決定過程の中立性を確保するため，これらの機関の構

成員は，選出後，経済的利主主に関する申告と職務上知りえ

た秘密の保持に関する誓約を事務局に提出します。あくま

で個人としての関与ですので，急病や用事で会議に出席で

きなくなったからといって，代理人が会議に参加すること

はできません。

このほか，アフリカ，アメ リカ，アジア・太洋州、1，欧州，

中東に 5つの地域委員会が置かれており，地域にとって重

要な課題の討議と情報交換の場となっています。

OIE照会センター

2012年 10月現在， OIEは世界に 41の協力センター(コ

ラボレイテイング・センター)と 236の照会試験所(レファ

レンス ・ラボラトリ)を持っており，両者を照会センター

と総称しています。協力センターは，実験動物福祉，食品

安全などの水平的な扱がりを持った分野ごとに指定され，

OIEとその全加盟国のために情報収集や研修事業などを行

います。照会試験所は特定の疾病ごとに指定され， OIE加

盟国からの確定診断の依頼にこたえる一方，新たな診断法

の開発や， OIEの国際基準の改定作業にも貢献します。

OIEは照会センターに財政援助を行っておらず，あくまで

も，照会センターが所在する加盟国の国際貢献としてとら

えられています。個々の照会センターの活動は， oaウェ

ブサイトに掲載される年次報告から知ることができます。

日本には現在， 4つの協力センターと 13の照会試験所が

Regi ona I Representati ons 

、

• Panarna • Bangkok 

Sub-Regional Representations 

図 2 OIE地域代表部の所在地 (2012年 10月現在)
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あります。

世界貿易機関 (WTO) との関係

OIEとWTOとが SPS協定を通じて結ぼれていることは

上述しましたが，その結果として， OIEはこれまでいくつ

かの貿易紛争の解決に重要な役割を果たして来ました。例

を挙げれば， 1995年に提起された鮭の輸入制限に関する

紛争(オーストラリア対カナダ・米国)， 2009年に提起さ

れた牛肉の輸入制限に関する紛争(韓国対カナダ)があり

ます。両者とも解決済みですが， OIEの国際基準の存在が

鍵になりま した。

紛争解決委員会の設置にまでは至らなくても， WTOの

加盟国間では恒常的に貿易問題が討議されており ，OIEは

年に 3回ジュネーヴで聞かれる SPS委員会にオブザーパ

参加することによって，国際基準に関する必要な情報の提

供に努めています。

国際基準の策定とその改定は，貿易紛争の原因となるべ

きものではなく，むしろ紛争の予防効果を発揮することが

期待されています。そのためには.科学的で合理性があ

り，世界各国の合意を可能な限り多く集めるような基準を

設定する必要があり.いったん基準が決まれば，発展途上

国でもその基準を適用できるよう，技術援助を行う必要が

あります。そういう意味もあり， OIEはWTOに事務局が

置かれている，規格及び通商開発機構 (Standardsand Trade 

Development Facility)の創設を支持しました。

SPS協定は，その第 6条で¥有害動植物又は疾病の無発

生地域及び低発生地域の認知を誼っています。これに応じ

るように， oaでは 1994年から，加盟国からの申請に基

づき，固または地域において特定の疾病がないこと(清浄

性)の国際認定を行っています。対象疾病は 2012年現在，

アフ リカ馬疫，牛肺疫，口蹄疫，牛海綿状脳症(疾病有無

そのものではなく疾病発生の危険度)となっていますが，

将来ほかの疾病が追加されるかもしれません。なお，牛疫

も対象でしたが， 2011年の世界撲滅宣言後，新たな認定

書の発行は行われていません。OIEの認定を取得すれば動

物と動物製品の輸出において有利になります。なお，疾病

発生が再燃したような場合，認定は取り消されることがあ

ります。

国際連合食糧農業機関 (FAO) と

世界保健機関 (WHO) との関係

OIEとFAOは共に政府聞の国際組織であり，両者の活

動は密接な関係をもっており，一部重なるところもありま

す。大雑把に言えば， OIEは国際基準の設定と公式疾病情

報の収集に強みがあり， FAOは途上国における現場の技

図 3 牛疫撲滅宣言における記者会見 (2011年5月)

ります。2004年に OIEが動物衛生福祉基金 (OIEWorld 

Animal Health and Welfare Fund) を創設し通常予算では

賄いきれない分野の活動，例えば，発展途上国の獣医行政

組織の技能診断 (PVSPathway) ，発展途上国に所在する動

物衛生試験所と既存の OIE照会センターとの兄弟縁組(物

資供与以外の技術協力)，地域ワクチン銀行の創設などを

始めてからは， OIEとFAOの活動の境界は紙一重になっ

てきています。

そこで， FAOとOIEの聞の情報交換と調整を行い，両

者の強みを最大限に発揮するため，越境動物感染症の逐次

制圧のための国際的枠組み (GlobalFramework for the 

Progressive Control of Transboundary Animal Diseases，略称

GF-TADs) が2004年に設置されました。GF-TADsの中央

事務局は FAOに，地域ごとの事務局は OIEの地域代表部

におかれ，それぞれ，本部レベル(つまり ，ローマとパリ

の間)と地域レベル(欧州，アジアなど)で，加盟国や地

域経済統合組織の代表も参加して，定期協議が行われてい

ます。 また， FAOとOIEが協力して行う活動の多くは

GF-TADsの旗の下で実施されています。

oaとFAOの共同事業のひとつに OFFLU' (Joint OIE/ 

FAO worldwide scientific network for the control of animal 

influenzas) があります。2005年の創設以来， OFFLUは世

界最先端の動物インフルエンザ研究者の交流の場となって

おり，いくつかの疫学研究事業が推進されているだけでな

く，ヒトのインフルエンザワクチンに配合するウイルス株

をWHOが選定する際に参考となる大切な資料を提供して

います。

術協力に強みがあるため，互いに相手を補完する関係にあ ， http://www.offlu.netl 
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近年しばしば注目を集めているのがいわゆる「ひとつの

保健J(One Health) とよばれるスローガンです。狭義に

は公衆衛生と動物衛生の緊密な協力の下で人畜共通感染症

対策を推進することを指し広義にはヒ トの健康と福祉に

直接間接に寄与するすべての分野(公衆衛生と動物衛生の

みではなく，自然と種の多様性の保全，水や森林資源、の持

続可能な利用まで)の統合的な施策の実施を指すこともあ

るようです。 OIEは，あくまでも各国政府内で動物衛生部

門が一定の独立性を保つことを前提としながらも，公衆衛

生部門や環境保護部門との交流と協調を進めることを支持

しています。具体的には，FAO， OIE， WHOは，インフ

ルエンザウイルス対策，狂犬病対策，抗生物質耐性菌対策

で.公衆衛生と動物衛生の協力を一層進めることで一致し

ています。

未来に向けて

近い将来， OIEがどこに向かうのかを予測するのは， 筆

図 4 FAO/OIE/WHOが発表した OneHealthに関する文書 者には荷が重いことです。とりわけ，全世界的な財政危機

共同事業のもうひとつの例は， 2012年に設置された，

牛疫に関する合同助言委員会です。牛疫の世界撲滅宣言が

2011 年に OIEとFAOのそれぞれの総会で採択されたこと

を受けて，牛疫が再び人類を脅かすことの無いよう，たと

え何年かかろうとも，牛疫ウイルス，特にその野生株を保

存している研究機関の数を減らしていくことが必要です。

牛疫ウイルスの保存が許される指定機関の選定はこの助言

委員会の答申に基づいて FAOとOIEが行います。また，

牛疫ウイルスを用いる研究も事前許可制となりましたが，

この助言委員会が研究申請書を審査します。

GLEWS2 (Global Early Waming System for M勾orAnimal 

Diseases Including Zoonoses)は， OIE， FAO， WHOが共同

で運用する動物感染症発生状況の監視のための仕組みで，

三機関に集まった情報交換を共有し疾病が拡散する危険

度を共同で評価し必要に応じて加盟国の注意を喚起して

います。鳥インフルエンザが各地で猛威を振るったときに

はGLEWSが活躍しました。

2 http://www.glews.neν 

の中で，加盟国から OIEへの拠出金が大きく増えること

を期待することはできません。ですから，政府間組織とい

う基本形態は保ちながらも，非政府組織との財政的あるい

は政策的な協力関係の重要性は増大するでしょう 。

また国際基準の策定には，手続きの厳格化，透明性の

向上，科学的根拠の明確化が次第に強く求められるように

なってきます。 OIEは基準策定の敏速さを少々犠牲にして

も，こういった加盟国の要求に配慮していかなければなら

ないでしょう。

また.動物衛生の分野で OIEが国際的にリ ーダーシッ

プを保ついくうえで， FAOとWHOと共同で発言をして

いく場面が増える と思われます。

参考となる情報源

http://www.oie.int/ 

http://www.maff.go.jp/j/syouanlkijunlwto-sps/oie4.html 

http://www.standardsfacility.org/ 

http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm 

http:/.加 ww.o飽u.net/

h町 //www.glews.net/
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