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アフリカ豚コレラは、ワクチンや治療法のない豚やイノシ
シの感染症です。アフリカ特有の病気でしたが、2018年8月
に世界最大の養豚国「中国」に侵入し、我が国への脅威と
なっています。グローバル化が急速に進むなか、対策が困
難なアフリカ豚コレラのような家畜感染症について、危機
管理の観点から一般市民の皆さまと考えたいと思います。

司会：石塚委員　座長：杉山委員
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                   杉浦 勝明
                      （連携会員、東京大学大学院農学生命科学研究科教授）
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                   山田 学
                   （農研機構 動物衛生研究部門 海外病ユニット）
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15:30-16:00     国内行政 我が国の対策
                   山野 淳一
                   （農水省 動物衛生課 家畜防疫対策室長）
16:00-16:10     「知の統合」による家畜感染症の被害最小化を目指して
                   芳賀 猛
                   （連携会員、東京大学大学院農学生命科学研究科准教授）

16:10-16:30     総合討論
                   石塚 真由美
                   （第二部会員 食の安全分科会委員長、北海道大学獣医学部教授）
                   杉山 誠
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アフリカ豚コレラの疫学

杉浦 勝明
東京大学大学院農学生命科学研究科

【はじめに】
アフリカ豚コレラ（ASF）は豚およびイノシシに

重篤な症状を引き起こす疾病であり、アフリカに常
在する。その原因となるASFウイルスは極めて伝染
力が強く、一旦侵入すると豚群内で直接または間接
接触により急速に拡がる。ASFウイルスは豚肉製品
中や環境中に長期間生存する。野生のイノシシで常
在化することがある。ヒメダニ（Ornithodoros）に
定着することもある。この疾病に対するワクチンは
未だ開発されておらず、治療法もない[13]。　
【ASFの地理的分布】
ASFは、1921年にケニアでモンゴメリーによりそ

の存在が報告されて以降、アフリカ大陸、特にサハ
ラ以南で発生が報告されていた[8]。発生率が最も高
い地域は、赤道から北部トランスバールにかけての
地域である。ASFは1957年にポルトガルに侵入して
以降、3回にわたりアフリカ大陸からそれ以外の地域
に侵入している。1957年にポルトガルに侵入した際
には直ちに撲滅された。1960年再びポルトガルに侵
入した際にはすぐには撲滅されず、1994年までに複
数のヨーロッパ諸国に拡がった。すなわち、スペイ
ン（1960年）、フランス（1964年）、イタリア（1967
年、1983年）、マルタ（1978年）、ベルギー（1985年）、
オランダ（1986年）に侵入した。1970年代にはカリ
ブ海のキューバ（1971年、1980年）、ドミニカ共和国
（1978年）、ハイチ（1978年）、さらに南米のブラジ
ル（1978年）に拡がった[10,15,20]。マルタおよびド
ミニカ共和国での発生では国内の豚を全頭殺処分す
ることにより撲滅された。スペインおよびポルトガ
ルでは1960年代に本病が常在化し、その後撲滅に30
年かかった[19]。このようにアフリカ以外の国での発
生については最終的には撲滅されたが、サルジニア
で常在化している[3,12]。1998年にはマダガスカルに
侵入した。2007年にはモーリシャスに侵入したが、
撲滅された。また、2007年にジョージアに侵入し、
その後周辺のアルメニア、アゼルバイジャンなどの
コーカサス諸国、ロシア（2007年）、イラン（2009
年）、ウクライナ（2012年）、ベラルーシ（2013年）、
エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド
（2014年）、モルドバ（2016年）、チェコ、ルーマ
ニア（2017年）、ハンガリー、ブルガリア（2018年）
に侵入した。これらの国では、家畜の豚での発生の
ほか、野生のイノシシでも常在化している[5,17,19]。
最近では中国（2018年8月）、ベルギー（2018年9月）
で発生が報告されている[23]。
【ASFの伝播経路】
ASFは感染動物との直接接触により伝播するほか、
豚肉製品や人や車両などによる媒介、ダニの媒介に
よっても伝播する。直接接触は口鼻経由が主で、エ
アロゾルによる伝播は接近した短距離間で生じる。
ASFウイルスは感染動物のすべての組織および体液
中から検出される。特に、血液中には高濃度で存在
する。感染動物の死後解剖、血便などにより血液が
環境中に排出されると、長期間にわたり環境がウイ

ルスにより汚染され感染源となる。ウイルスは汚染
された車両、飼料、農機具などによっても媒介され
る。一部の豚はキャリアになることもわかっている
[16]。ASFは、ダニの吸血によっても伝播する。ダニ
はウイルスを機械的に媒介するだけでなく、経期感
染、経卵感染および雌雄間感染を生じる。アフリカ
では、ASFウイルスは、生まれたばかりのイボイノ
シシが住居としている洞窟に棲むマダニ（Or-
nithodoros moubata）との間で循環している。一度
感染したダニは生涯感染し、感染したダニのコロニ
ーは数年にわたりウイルスを維持する。ASFウイル
スはヨーロッパでは、マダニ（Ornithodoros errati-
cus）に感染する[17]。他の吸血昆虫、たとえば蚊や
サシバエも機械的にウイルスを媒介する可能性があ
る[16]。
このような伝搬経路が存在する中、実際にはどの

ような経路で侵入したのだろうか。1957年に初めて
アフリカ以からポルトガルに侵入した際の侵入経路
は、アンゴラからリスボンに到着した航空機より排
出された厨芥であり、これがリスボンの空港付近の
養豚農家で豚に給与されることにより発生を招いた。
マダガスカル、ジョージアへの侵入経路はアフリカ
からの船舶より排出された厨芥であった。これらの
初発国から周辺国などへの拡大は、国際航空機、国
際船舶より排出された厨芥（サルジニア、マルタ、
ドミニカ共和国、キューバ1971年、ブラジル）や、
人が密輸入した豚肉製品（フランス、イタリア、ベ
ルギー、オランダ）や、密入国者が持ち込んだ豚肉
製品（キューバ1980年）が原因となった。1999年の
ポルトガルでの散発的な発生は、残存していた感染
ダニが原因となった。最近のコーカサス諸国、東欧
諸国への侵入には、感染したイノシシの移動も関与
している[1,2,4,6,9,14,16,17,18,19]。
【侵入後の定着に影響する要因】
これまでに発生が報告されたアフリカ以外の33か

国のうち、フランス、ベルギーおよびオランダにお
いては早期診断と迅速なまん延防止対策がとられ短
期間で撲滅された。これら以外の国では、次の経路
がまん延の原因となった。①感染豚の移動－ウイル
スの弱毒化により感染豚の発見が困難となり、その
結果、発生が発見され移動制限がとられるまでの間、
感染豚が移動した（スペイン、ブラジル）。②都市
で排出された、ASFウイルスに汚染された厨芥が未
加熱で近郊の養豚農家で給与された（多数の国）。
③と畜場に感染した豚が運ばれ、と畜・解体され、
感染した内臓が近辺の養豚農家で豚に給与された
（キューバ）、感染豚を処理したと畜場の排液が河
川を汚染し感染源となった（ポルトガル、ドミニカ
共和国、ハイチ）、④感染したダニの媒介により感
染した子豚から大量のウイルスが排出された（ポル
トガル、スペイン）、⑤汚染されたワクチンが使用
された（ブラジル）、⑥感染イノシシが移動した
（サルジニア、スペイン、コーカサス諸国、ロシア、
東欧諸国）[6,7,9,11,12,22]。
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【日本へのASFの侵入リスク】
中国、ロシアなど日本の近隣諸国で発生が報告さ

れている中で、筆者は世界のASF専門家11人の意見
を訊くという方法で迅速リスク評価を行ったので、
その結果を紹介したい[21]。
侵入ルートとしては、外国人旅行者が増加する中、

食品の違法輸入が侵入ルートとなる可能性が最も高
く、続いて外国航空機・船舶からの厨芥、外国人労
働者も侵入源となる可能性が高い。侵入する地域と
しては、関東、九州地域が豚の飼養密度、国際空港
の存在などから最もリスクが高いとの意見であった。
どこから侵入するリスクが高いかとの問に対して

は、中国からのリスクが最も高く、続いてロシア、
東欧であった。
仮に侵入した場合にどの地域で広がる可能性が高

いかとの問に対しては、やはり飼養密度の高い関東、
九州が挙げられた。イノシシに侵入しない限り流行
にはならないだろうという意見が複数あった。まん
延する可能性が高いのは企業養豚より小～中規模農
家という意見が多かった。
仮に日本にASFが定着を許してしまうような事態

が生じるとすれば、そのリスク要因としてイノシシ
の存在が最も重要であり、と畜場、ダニはそれほど
大きな役割を果たさないと考える専門家が多かった。
また、この調査を行うにあたって、最も侵入源と

なるリスクが高い中国その他の発生国からの違法な
豚肉製品の輸入量がどの程度あるかについての正確
な情報がないことが正確なリスク評価の妨げとなっ
ていることがわかった。動物検疫所による違法畜産
物の発見（2017年83トン）が氷山の一角であること
を考えるとさらに大量の畜産物が中国その他の国か
ら輸入されている可能性がある。また、農家での残
飯給与の頻度のデータがあれば、さらに正確なリス
ク評価が可能である。また、専門家の意見の大半は、
日本ではダニを媒介とするASFの定着の可能性は低
いが、イノシシが原因で定着する可能性は高いとい
うものであった。侵入した場合の早期発見の重要性
が再確認された。
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アフリカ豚コレラの病原体と診断の研究

山田　学
（国研）農研機構　動物衛生研究部門　海外病ユニット

【はじめに】
アフリカ豚コレラ（ASF）はアフリカ豚コレラ

ウイルス（ASFV）による豚およびイノシシの熱
性伝染病で、強い伝染性と高い致死率を特徴とす
る。感染豚からの直接的または間接的な接触によ
り急速に感染は広がり、養豚業に深刻な打撃を与
える。主にアフリカで問題とされてきた本病であ
ったが、2007年にコーカサス地方ならびにロシア
に侵入した。その後、東欧にも発生は拡散し、現
在、西欧への侵入が強く懸念されている。2018年8
月には中国で初発例が報告され、その感染地域は
急速に拡大している。我が国への侵入を防止する
ためには、本病について正確な情報を関係者が理
解することが重要である。農研機構・動物衛生研
究部門　海外病ユニットではスペインのASF専門
機関から近年東欧で流行しているウイルス株を輸
入して、豚を用いた感染試験を行い、その病態の
解析と診断法の研究を行っている。今回その概要
について紹介する。

【病原体】
ASFVはアスファウイルス科アスフィウイルス

属（Asfarviridae Asfivirus）に分類される唯一のウイ
ルスで、2本鎖DNAをゲノムにもつ。ウイルスの
直径は約200 nmと大きく、直鎖状のゲノムDNAを、
内膜、正20面体のキャプシドおよび細胞膜由来の
エンベローブの3層で包みこむ構造を取る。ゲノム
サイズは170～190 kbpとウイルスの株間で差がみ
られるが、中央部のおよそ125 kbpは比較的よく保
存されている。ウイルスの血清型（抗原性）は単
一と考えられている一方で、塩基配列の違いに基
づいた遺伝子型別が可能で、現在24種の遺伝子型
が知られている。近年コーカサス地方、東欧およ
びロシアで流行する株はII型に分類される。さら
に、2017年に南シベリアで、また2018年に中国で
分離された株はII型であることが明らかとなって
いる。今回このII型の東欧流行強毒株（Armenia07
株）をスペインのASF専門機関から導入した。

【ASFVの豚への感染試験】
ASFV東欧流行強毒株（Armenia07株）を8週齢

の豚の大腿部筋肉内、口腔内、鼻腔内にそれぞれ
接種し（103HAD50/mL）、特徴的な臨床症状およ
び肉眼病変、解剖所見を病理学的に解析した。ま
た同量のウイルスを接種した豚に非感染豚を同居
させた水平伝播感染試験を実施した。
豚への感染試験の結果、ASFの特徴病変である

脾臓の腫大・黒色化と胃の周囲のリンパ節の暗赤
色化はすべての感染試験で確認され、ASFと豚コ
レラを含めた他の疾病との鑑別点として、この特
徴的な解剖所見が有用であることが明らかになっ
た。ASFV Armenia07株は感染後早ければ3日目で
発熱し、発熱日もしくはその前日には血液中から
ウイルス遺伝子は検出されるようになり、発熱の
次の日から鼻汁や唾液へとウイルスの排出が始ま
ることが確認された。ウイルス接種豚に非感染豚
を同居させた水平伝播感染試験の結果、ASFV
Armenia07株の同居豚への水平伝播率は100%を示
した。一方感染豚から次の豚へ感染が成立して症
状を発現するまでには10日前後かかる事が確認さ
れた。感染試験で得られた本病の臨床症状や特徴
病変の情報は、早期摘発に役立てられるよう、臨
床獣医師や各都道府県の家畜保健衛生所職員等に
発信して啓発している。

【アフリカ豚コレラの診断法の評価】　
動物衛生研究部門におけるアフリカ豚コレラの

現行の診断手法は過去の弱毒ウイルス株（Lis-
bon’60BM89BC1株）を海外から導入して確立し
たものであり、近年の流行強毒ウイルスに対する
特異性や感度を確認した上で、改善していく必要
がある。そこで近年東欧流行株の感染試験材料を
用いてPCR、リアルタイムPCR法等、現行の診断
法の有用性を検証した。今回、近年の流行株に対
する現行の遺伝子検査（PCRおよびリアルタイム
PCR）の有用性を確認した。また細胞を用いたウ
イルス分離および蛍光抗体法を用いたウイルス抗
原の検出が実施可能であることを確認した。万一
我が国でASFの発生が起こった場合においても動
物衛生研究部門では診断できる体制を整えている。

【ASFVの食肉加工品内感染性保持期間の検証】
日本でも空港で摘発された豚肉加工品から

ASFVの遺伝子が検出されている。感染試験で得
られた汚染肉やその汚染肉から作られたソーセー
ジが冷凍あるいは冷蔵保存下でどのくらいの期間
感染性を保持できるか、ウイルス分離、PCR検査
によって検証した。その結果、ASFVは冷凍保存
下13ヶ月経っても肉やソーセージ内で感染性を保
持していることが確認され、冷凍汚染肉による
ASFのわが国への侵入リスクの高さがあらためて
確認された。
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博士（獣医学）
略歴：
現職：国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構

越境性感染症研究領域　海外病ユニット 上級研究員

2000年 岐阜大学大学院連合獣医学研究科博士課程修了
博士（獣医学）

2000年 農水省家畜衛生試験場（前動物衛生研究所）入省
主に豚のウイルス性脳炎の病理学的研究に従事。 　  

2008年 オーストラリア家畜衛生研究所（CSIRO AAHL）
に農研機構長期在外研究制度を利用して留学。
BSL3施設内で新興人獣共通感染症の感染実験研究
に従事。

2010年 オーストラリア家畜衛生研究所に獣医病理学者と
して勤務 （農研機構オールギャランティ長期在外
研究制度を利用して動物衛生研究所に席を置きな
がら）。 
BSL4施設内で宇宙服を着て新興人獣共通感染症の
感染実験研究に従事。

2011年 帰国後、動物衛生研究所　病態研究領域に配属。
家畜家禽疾病の病理学的診断・病理発生解析研究
に従事。

2013年 国際重要伝染病研究領域に配属され、小平の海外
病研究施設に勤務。
主に口蹄疫の感染実験研究に従事。

2016年 農研機構　動物衛生研究部門　海外病研究拠点に
名称変更。越境性感染症研究領域　海外病ユニッ
トに配属。
口蹄疫およびアフリカ豚コレラの感染実験研究に
従事、現在に至る

委員会等
日本獣医学会　評議員•
岐阜県における「拡大豚コレラ疫学調査チーム」委員•
（平成30年9月～）
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国際行政 世界の発生状況と国際機関の役割

釘田 博文
OIE国際獣疫事務局 アジア太平洋事務所

【世界動物衛生情報システム（WAHIS）】
世界の動物衛生状況の向上を図るためには、世

界各地における動物疾病発生状況に関する情報の
透明性確保が不可欠である。OIE加盟国は、人獣
共通感染症を含む動物疾病の発生状況をOIEに報
告する義務を有しており、OIEはそれらの収集し
た情報についてWAHISを通じすべての加盟国はも
とより一般にも提供している。
加盟国が行う動物衛生に関する報告には、①疾

病発生報告（リスト疾病等の発生についての緊急
通報及びフォローアップ報告）、②６ヶ月報告及
び年次報告（すべてのリスト疾病に関する国内の
状況、関連する防疫体制、ワクチン生産等につい
ての報告）に加え、各国の任意で行われる③野生
動物の疾病情報報告、がある。

【ASFの発生状況】
ASFは、1957年及び1974年にヨーロッパへ侵入

したが、サルジニア島（イタリア）を除く地域か
らはその都度撲滅された。2007年、アフリカ東部
から黒海沿岸のジョージアに入港した船舶の残飯
が原因で侵入したといわれるASFは、その後特に
野生のイノシシを通じて、ロシア、東欧、さらに
EUにも拡大している。2017年にはチェコ、ルーマ
ニア、2018年にハンガリー、ブルガリアへと拡大、
ベルギーの野生イノシシでも確認された。
さらに8月、アジアで初めての発生が中国で確認

された。その後続発しており、11月27日現在、20
省において79件の発生があり、約14万頭が死亡又
は殺処分された。また、吉林省において初めて野
生のイノシシにおける感染が確認された。

【ASFに関するOIEの国際基準】
OIEはWTO・SPS協定に基づく国際基準の設定

機関であり、OIEコードは、安全な国際貿易のた
めの基準として、動物疾病の診断、サーベイラン
ス、通報、輸入リスク分析、獣医サービスの能力、
輸出入手続きや衛生証明書、獣医公衆衛生、アニ
マルウェルフェア等一般的な事項のほか、主要な
動物疾病毎に、清浄国･地域の条件、安全な輸入の
ための条件等を定めている。
ASFに関する基準（OIEコード第15.1章）では、

各国・ゾーン又はコンパートメントのASFフリー
の条件、ASFフリーではない国等から豚又は由来
製品を輸入する際の勧告等が定められている。
OIEコードは必要に応じ見直し、改正が行われ

るが、2017年総会においては、改正案には含まれ
る「野生動物で本病の感染が確認されても家畜と
の隔離が適正に行われていることを考慮してステ
ータスを決定する」旨の規定により野生動物での
本病発生時に輸入を停止する根拠が希薄になると

いうこと等を理由に、中国及び韓国は反対したが、
賛成多数で案どおり採択された。

【GF-TADs（越境性疾病の段階的防疫のための地
球的枠組】
OIEとFAOは、200年代当初のアジアにおける鳥

インフルエンザの大発生をきっかけに、両機関が
協力して各国に対する支援を行うための枠組であ
る（GF-TADｓ）を発足させた。その後、口蹄疫、
鳥インフルエンザ、豚コレラ、狂犬病等のTADs
対策に連携して取り組んでいる。
その一環として、アジア地域においては、FAO

とOIEの連携により、従来から豚コレラ、PRRS等
の豚病対策について、関係各国の政策担当者を集
めたワークショップや研究所専門家に対する研修
等を継続的に開催してきた。
2018年8月の中国におけるASFの発生、その後の

拡大という状況を踏まえ、アジア地域としての
ASF対策の一段の強化を図る必要があり、ヨーロ
ッパ地域での取り組みを参考として、中国及び周
辺のハイリスク国の政策責任者・豚病専門家及び
ASF対策に詳しい国際的な専門家によるASF専門
家グループを設置し、ASFに関する情報共有、各
国の対策の検討と調整等を定期的に行う体制を構
築することとしている。

略歴：
現職：国際獣疫事務局（ＯＩＥ）アジア太平洋地域事務所 代表

昭和53年   農林省入省（畜産局自給飼料課）
平成2年    畜産局畜政課課長補佐（国際班担当）
平成3年    畜産局牛乳乳製品課課長補佐（需給班担当）
平成5年    畜産振興事業団海外駐在員（ブリュッセル市）
平成8年    畜産局牛乳乳製品課課長補佐（生乳班担当）
平成10年 国際部国際協力課国際農業機関調整官
平成13年   日本中央競馬会事業助成課首席調査役
平成15年   生産局畜産部畜産振興課首席畜産専門官
平成16年   消費・安全局衛生管理課国際衛生対策室長
平成17年   消費・安全局衛生管理課長（動物衛生課長）
平成18年   生産局畜産部畜産振興課長
平成20年   東海農政局次長
平成23年   東北農政局次長
平成25年   現　職  
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（注）上記の情報は、OIEのウェブサイト上で、関連情報とともに定期的に更新中。
http://www.rr-asia.oie.int/news/read/article/situationl-updates-and-information/

中国におけるASF発生状況（2018年12月20日現在）- 1

中国におけるASF発生状況（2018年12月20日現在）- 2
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国内行政 我が国の対策

山野 淳一
農林水産省消費・安全局動物衛生課家畜防疫対策室

【アフリカ豚コレラとは】
アフリカ豚コレラ（ASF）は、アスファウイル

ス科アスファウイルス属に属するアフリカ豚コレ
ラウイルス（ASFV）が原因の豚、いのししの伝
染性疾病であり、ウイルスの病原性の強さにより、
甚急性、急性、亜急性、慢性、不顕性と様々な症
状を示す。急性例では発熱、皮下出血、脾臓の腫
大、粘血便等の症状を呈し、死亡率は100%に近い。
自然界においては、ASFVを含む糞や体液等によ
る接触、ダニによるウイルスの媒介等が主な感染
様式であるが、ASFVは環境中でも長期間生存す
ることから、特に欧州では、ASFVを含む肉やそ
の加工品を介した感染拡大が問題となっている。
アフリカ豚コレラは、その名のとおりアフリカ

大陸から世界に広まった疾病であり、現在でも同
大陸に常在している。2007年以降、ヨーロッパに
侵入し、その感染地域をロシア、バルト三国、ポ
ーランド、チェコ、ベルギーに広めている。診断
法として、遺伝子検査等の抗原検査、ELISA法等
の抗体検査が確立されているものの、現在でも有
効なワクチンは開発されておらず、発生時の防疫
対策は感染家畜の殺処分、移動制限等により行う
こととなる。
我が国では、家畜伝染病予防法（家伝法）にお

いて家畜伝染病に規定されており、ASFの発生時
には、患畜及び疑似患畜の殺処分、周辺地域にお
ける豚等の移動制限等の措置が義務づけられてい
る。また、同法において、ASF発生国からの豚、
いのしし及びこれらに由来する畜産物等の輸入が
禁止されている。

【中国におけるアフリカ豚コレラの発生・対応状
況】
2018年８月、中国で初めてASFが発生し、これ

まで、18省以上に発生が拡大している。中国では、
ASFの発生が確認されると、防疫区域の設定、同
区域内における飼養豚の殺処分、死体・汚染物品
の焼埋却、豚舎の消毒、家畜市場・と畜場等の家
畜関連施設の操業停止等の措置が講じられる。同
国では、上記措置に関わらず、ASFの発生が減少
傾向に転じておらず、日中間の活発な人及び物の
移動を踏まえると、同国から我が国へASFが侵入
するリスクが非常に高い状況が継続している。

【我が国の水際・国内防疫体制】
ASFの発生防止対策には、水際及び国内の農場

への侵入防止が重要である。
水際防疫に関しては、ASFVの日本国内への侵

入リスクを低減するため、中国におけるASFの発
生以降、農林水産省動物検疫所において、中国の
発生地域から到着する便に対する検疫探知犬によ

る探知活動の実施、動物検疫に関する広報キャン
ペーン、空海港における靴底消毒及び車両消毒の
実施の徹底等の措置を講じている。さらに、中国
からの旅客が携帯していた畜産物についてASFV
の検査を行い、これまで、ASFVの遺伝子が検出
された事例を３件検出している。これら事例につ
いても、都道府県、生産者へ情報提供を行いASF
への危機意識向上を図っている。
国内防疫に関し、生産者のASFに対する危機意

識を高めるため、ASFの最新の発生状況及び知見
等の情報を中国家畜衛生当局、国際機関（国際獣
疫事務局）、現地報道、文献等から収集し、都道
府県、畜産関係団体等を通じ、生産者へ提供して
いる。これらの情報は、農林水産省のウェブサイ
ト、Facebook、You tube等によっても発信してい
る。また、ASFVの農場への侵入ルート及びそれ
らを遮断するための衛生管理のポイント、豚及び
いのししに食品残渣を含む飼料を給与する際の注
意点等について、リーフレット等により周知を行
っている。
農林水産省は、ASFの発生時に迅速かつ的確な

防疫措置を講じ、同病のまん延防止を図るため、
発生時のための緊急対応計画として「特定家畜伝
染病防疫指針（指針）」を作成し、公表している。
指針では、ASFの早期摘発、迅速な封じ込めのた
めの措置（届出方法、検査方法、病性判定の基準、
移動制限、殺処分、死体の処理、汚染物品の処理、
農場の消毒、周辺農場及び疫学関連農場における
検査等）の実施方法を具体的に記述している。指
針は、少なくとも３年に一度見直すこととしてお
り、本年度改正を行い、野生いのししにASFが浸
潤した場合の措置等を追加したものを、10月31日
に公表した。
ASFの国内への侵入及び国内での発生を防止す

るため、農林水産省は、引き続き水際措置、国内
防疫措置を継続することとしている。

略歴：
現職：農林水産省消費・安全局動物衛生課家畜防疫対策室長

1991年　麻布大学獣医学部獣医学科卒業
1991年　農林水産省入省　畜産局衛生課
1996年　厚生省　出向
1999年　生物系特定産業技術研究開発機構　出向
2004年　生産局畜産部牛乳乳製品課課長補佐
2006年　生産局畜産部畜産振興課課長補佐
2008年　消費・安全局動物衛生課課長補佐
2013年　生産局畜産部競馬監督課課長補佐
2014年　生産局畜産部畜産企画課課長補佐
2016年　生産局畜産部畜産振興課首席畜産専門官
2017年　消費・安全局食品安全政策課食品安全危機管理官
2018年　現職
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「「知の統合」による家畜感染症の被害最小化を目指して

芳賀　猛
東京大学大学院　農学生命科学研究科　獣医学専攻

【はじめに】
人への健康被害はなくても、家畜に壊滅的な被

害をもたらすことで、食料生産への脅威となる重
篤な家畜感染症がある。人への感染が問題となる
人獣共通感染症と比較して、これらの感染症は一
般の関心が薄くなりがちであるが、特に「特定家
畜伝染病防疫指針」に示されるような疾病は、万
一感染が拡大すると、食料生産や経済に与える影
響が甚大な危機的状況になりかねない。多くの災
害は、発生時に最大の被害が出るが、重篤な家畜
感染症は、はじめ被害が小さく見えても、急激に
広がる可能性があるため、迅速な封じ込めが必要
な緊急事態となる。
学術会議では、感染症を含む、危機的な事態が

発生した場合、科学的知見を役立てる情報発信の
ための組織について、分野横断的な「危機対応科
学情報発信組織準備委員会」を設置し、検討を行
ってきた。当該委員会に委員として参加してきた
立場から、アフリカ豚コレラのような、我が国に
これまで侵入したことがない重篤な家畜感染症が
もたらす被害の可能性と、その被害を最小化する
ための課題を、「知の統合」という観点に着目し、
みなさんと一緒に考えてみたい。

【家畜感染症のインパクト】
家畜感染症がもたらす被害は多岐に渡り、複合
的なリスクがある。重篤な家畜感染症の発生は、
経済動物としての直接の経済的被害だけでなく、
国レベルでの畜産物輸出停止、防疫や蔓延防止に
伴う人間活動の制限や風評等による社会的・精神
的被害、それに伴う間接的な経済被害（観光被害
なども含む）、野生動物集団へ広がった場合の環
境に対する被害（絶滅危惧種や生物多様性への影
響）、家畜の死亡や大規模殺処分等による食料（畜
産物）安定供給に対する被害などが考えられる。
古くから食肉の文化があるヨーロッパと比較し、

日本の食肉需要は明治以降に始まり、特に第二次
世界大戦後の高度成長期に急激に伸びた。現在で
は生産額としては、我が国の農業総生産額（2016
年は9.2兆円）の3分の1以上（3.2兆円）を畜産が占
めるまでに比重が大きくなった。一方、グローバ
ル化に伴い、国を超えて移動する人やモノも増大
し、感染症も急激に広がりやすい環境になってい
る。さらに畜産の大規模化で、重篤な感染症が一
度農場に入ると大きな被害をもたらす。これらの
結果、我が国での家畜感染症のインパクトは、過
去と比較し、格段に大きくなったと言える。しか

しながら、一般の認識は必ずしも高くないのが現
状である。

【知の統合の概念と家畜感染症対策の課題】
災害等の社会的課題に対応するためには、細分

化した専門分野の知見や知識を統合する「知の統
合」の概念が重要である。
人に感染被害をもたらさない家畜感染症は、畜

産に関連する人以外は、関心を持たれにくい。ま
た、感染国からの畜産物の持ち込みが、感染源に
なりうるといった意識も薄い。特に東京などの都
市部では、身近に家畜が見られないことが多く、
家畜感染症の脅威を感じにくい。しかし肉類の供
給が不足すれば価格の上昇などの影響が出てくる。
また生産現場では、ひとたび感染が起こると、地
域のコミュニティーを破壊し、ひいては一国の交
通や物流・貿易にも多大な影響を与える事態にな
りかねない。風評被害により、畜産物の消費や観
光など、さまざまな被害を受ける可能性がある。
このような認識を広く一般の人に持ってもらうた
めには、専門家から社会一般への適切な情報発信、
社会科学的アプローチや経済的解析、場合によっ
ては法的な整備など、「知の統合」による多角的
なアプローチが求められる。

【学術会議の危機情報発信】
学術会議は、科学が文化国家の基礎であるとい

う確信の下、行政、産業及び国民生活に科学を反
映、浸透させることを目的として設立され、「科
学に関する重要事項を審議し、その実現を図るこ
と」と「科学に関する研究の連絡を図り、その能
率を向上させること」を職務としている。また、
学術会議の主な役割として、Ⅰ政府に対する政策
提言、Ⅱ国際的な活動、Ⅲ科学者間ネットワーク
の構築、Ⅳ科学の役割についての世論啓発、など
があり、「危機対応科学情報発信組織準備委員会
」で設置が提案される組織も、各課題の専門家及
びそれらの分野を超えた連合体の検討に基づき、
その対策に貢献する情報発信の役割を果たすこと
が期待される。

【家畜感染症被害の最小化に向けて】
アフリカ豚コレラを警戒していた最中、26年間、

日本での発生がなかった豚コレラが、2018年9月に
岐阜で発生した。そのウイルスの遺伝子解析結果
から、海外から侵入したものと考えられている。
「アフリカ豚コレラ」と「豚コレラ」は、病原体
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は全く異なる家畜疾病だが、豚やイノシシに重篤
な疾病をもたらす点から、類似の感染経路が想定
される。今回の知見から得られる教訓も生かす必
要がある。
野生のイノシシは、人間の管理下にある家畜と

異なり、感染してしまうと封じ込めが困難となる。
ウイルス汚染食品が海外から携帯品として国内に
持ち込まれ、その食べ残しが捨てられて、野生の
イノシシに摂食されて感染を許してしまうような
事態を避けなければならない。国際空港などで動
物検疫所の職員による水際対策の強化が図られて
いる。しかしながら、ここでは入国の際、自己申
告による申請である。今後、海外から来る観光客
や労働者が増加する場合、汚染された畜産物の持
ち込みリスクも高くなる。オーストラリアではこ
う言った自己申告について、罰則規定を設けてい
るが、東京オリンピックや大阪万博なども控え、
日本でも、このような法的な整備が必要な時代に
なっているかもしれない。
情報発信に関しては、科学者もメディアも、一

般には他と違うことを主張することで独自性を出
す傾向があり、時に混乱を招くことがある。単に
恐怖を煽るのではなく、現実の状況を正確に伝え
ることが求められる。そのためには、事実と意見
を分けること、異なる意見の背景を提示するなど、
適切な情報発信により、正しい認識を啓発するこ
とが肝要である。
グローバル化が加速する社会にあって、持続可

能な畜産や食料の安定供給を考える上でも、我が
国の家畜感染症対策の強化と、一般の理解ならび
に協力が不可欠である。
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