
 

 

 

長野県畜産試験場における CSF（豚熱）発生に係る一考察 

 

○安藤順一 1)、神田 章 2)  

                                      1)松本家畜保健衛生所 兼務畜産試験場 

2)松本家畜保健衛生所 現畜産試験場 

 

 

１ はじめに 

平成 30 年 9 月、岐阜県の養豚場での CSF

発生以降、近隣県において野生イノシシの

CSF 感染が拡大し、これに伴い養豚場にお

ける CSF が続発した。 

長野県畜産試験場（以下「畜試」という。

）では、岐阜県での発生以降、防疫体制の強

化を図ってきたが、令和元年 9 月 14 日に全

国 42 例目となる CSF が発生し、種雄豚を

含む全 349 頭の豚を殺処分した。 

今回、著者は畜試における CSF 発生が、

養豚場や関係機関における今後の CSF 対策

の一助になればと考え、ウイルス侵入要因に

ついて考察したので、その概要を報告する。 

 

２ 畜試の概要 

 地理条件 

 畜試は、長野県塩尻市に所在し周辺に養豚

場はなく、直近の農場でも 6.7km の距離に

あり、農場間の行き来はない。場内には、昭

和 41 年から平成 3 年の間に建設された開放

豚舎が 10 棟あり、50 年以上経過している古

い豚舎も 3 棟ある。 

畜試は、中央自動車道より東側の標高

1,665ｍの高ボッチ山から直線距離で約 5km

の山あいの斜面に位置し、標高は 770ｍであ

る。施設の周辺には圃場や近隣住民の畑があ

り、シカ等の野生動物が多く生息しているが

、山間部と圃場や近隣住民の畑の境には塩尻

市が設置した柵で広く覆われている。畜試周

囲におけるイノシシの生息状況は正確に確認

されていないが、過去場内圃場において個体

は確認されている。また、中央自動車道を挟

んだ向かいの標高 1,305m の霧訪山の山麓で

は、CSF 発生前はイノシシが多数捕獲され

ている。 

  

 

主要業務等 

 畜試の主要な業務は、豚に関する試験研

究の他に県内農家を中心に豚の希釈精液や生

体を配布していた。また、豚肉の肉質向上や

繁殖成績を向上させるため定期的に種豚や精

液の外部導入を行い、月に 15 頭程度松本市

内の食肉センターに肉豚を出荷していた。 

 

飼育状況 

 デュロック種（Ｄ）、大ヨークシャー種（

Ｗ）、ランドレース種（Ｌ）、バークシャー

種、中ヨークシャー種の雌雄の種豚とＬＷ種

の雌豚、ＬＷＤの肉豚を飼育していた。 

 全 10 豚舎別の飼養頭数の内訳は表１のと

おりである。 

表 1 豚舎別・雄雌別の内訳(R1.9.14) 

♂ ♀ ♂ ♀

➀ 検定豚舎 3 3

② 清浄化豚舎 11 11

③ 後期育成豚舎 29 29

④ 種雄豚舎 6 6

⑤ 分娩豚舎 Ⅰ 28 3 31

⑥ 繁殖豚舎 1 9 3 13

⑦ 分娩豚舎 Ⅱ 82 13 95

⑧ 選抜豚舎 46 46

⑨ 育種豚舎 1 8 8 17

⑩ 調査豚舎 98 98

50 237 26 33 0 3 349

合計豚　舎

合　計

成豚 育成豚
子豚肥育豚

 
 

３ 畜試の防疫体制の経過 

経過 

 平成 30 年 9 月、岐阜県の養豚場での国内

１例目の CSF の発生を受け、畜試では、消

石灰の散布を中心に CSF 対策を行っていた

が、岐阜県での CSF 発生が相次いだため、

更に対策を強化した（表２）。飼養衛生管理

基準の確認を始め、松本家畜保健衛生所から

の指導の受け、その都度、防疫体制を改善し

てきた。 



 

 

平成 31 年 2 月、愛知県８例目関連農場と

して県内養豚場及び食肉センターで発生した

後は、出荷マニュアル等の見直し、食肉セン

ター出荷での交差汚染防止対策を強化した。 

表２ 防疫体制の強化 

 
なお、養豚エリア周囲には高さ 2ｍ程の防

疫フェンスを設置し、さらにその周囲に電気

柵を設置していた。また、車両消毒は共通の

装置が 1 台、豚も含め畜種毎に装置が 3 台

整備していた（図１）。 

図１ 畜試の地図 

 

 

人・車両対策 

畜試は、研究員、家畜を管理する現場職員

、農業大学校の学生と多くの者が施設を行き

来する。そのため、人や車両によるウイルス

持ち込み防止対策の強化を当初から検討して

きた。通勤用の車両については、車両消毒装

置により消毒し、さらに専用の職員を配置し

て目視による状況確認をしながら動力噴霧器

よる消毒を追加した。また、豚舎に近づく一

般車両の通過台数を減らすため、全ての職員

の駐車を従来の駐車場から約 300m 下にあ

る空きスペースに変更した。その他、一般車

両が極力通過しないよう、ＨＰや看板による

注意喚起や車両消毒を促した。養豚エリアに

入る畜産関係車両は豚舎専用の車両消毒ゲー

トにより車体とタイヤ回りの消毒を実施した

。 

また、人の汚染防止対策としては、養豚の

現場職員は、他の職員との動線が交わらない

よう一旦、豚舎から離れた会議棟で通勤着か

ら作業着（エリア外用）と長靴に着替え、防

疫フェンス入口に新設したプレパブ内で専用

の作業着（エリア内用）と２度目の長靴に着

替えを行い、出入口をワンウェイとした。豚

舎に入る際は、更に豚舎専用の長靴に履き替

えを行った。 

 

野生動物対策 

令和元年 7 月 8 日に、木曽町において県

内初となる野生イノシシの CSF 感染が確認

された。また、その約 2 週間後の 7 月 20 日

には畜試から約 3.2km の塩尻市の霧訪山の

山麓の善知鳥峠でも野生イノシシの CSF 感

染が確認され、畜試は 7 月 21 日に監視対象

農場に指定された。これに伴い、開放豚舎窓

枠に防鳥ネットを設置し、更に豚舎周囲を防

鳥ネットで覆った。 

当時は豚舎と周囲の圃場を行き来するカラ

スも確認されたが、防鳥ネットの設置により

、警戒してか、カラスの数は減った。さらに

、堆肥舎と圃場に野鳥除けの音を発生する装

置を設置し、スズメは少数確認されたものの

、豚舎エリア内のカラスは確認されなくなっ

た。また、高さ約 10m の堆肥舎にも簡易の

防鳥ネットを垂らすとともに、豚舎周囲を覆

う約 700m の防疫フェンス下部にも、ネズ

ミ等の小動物が侵入しないよう、応急的に畦

畔用の畔シートを設置した。 

畜試周囲において、ここ数年、野生イノシ

シが確認されなかったが、平成 30 年 12 月

に圃場内で１頭の野生イノシシが確認され、

従来、夜間通電であった圃場の電柵をイノシ

シの確認後は 24 時間通電に変更した。これ

以降、野生イノシシは圃場では確認されてい

ないことから、防疫フェンス内側への侵入は

ない。また、令和元年 7 月 27 日に中央自動

車道の東側の畜試から約 1km 先で野生イノ

 



 

 

シシが捕獲されたが、CSF 検査は陰性であ

った。7 月以降に確認された CSF 感染野生

イノシシはすべて中央自動車道より西側の霧

訪山の山麓であり、発生のあった 9 月 14 日

までは中央自動車道を超え、畜試のある東側

に侵入はないと考えられる（図２：R2.2.21

時点）。 

図２ 野生イノシシのＣＳＦ陽性地点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生までの検査状況（表３） 

畜試は、令和元年 7 月に監視対象農場に

指定されてから、松本家畜保健衛生所による

2 週間毎の清浄性確認検査を実施し、陰性を

確認した。また、体温上昇や離乳子豚１頭の

死亡であっても、異常時の立ち入り検査とし

て、当該豚舎を検査し、陰性を確認していた

。なお、9 月 9 日、種雄豚１頭が CSF の

ELISA 検査で陽性が確認されたが、当該豚

及び同居豚に臨床症状がなく、当該豚及びそ

の他の検査対象豚は PCR 検査で陰性のため

、CSF は否定され、その後の農林水産省の

疫学調査チームの見解においても非特異反応

と判断されている。 

 9 月 12 日、100kg ほどの肥育豚が嘔吐を

呈したことから、松本家畜保健衛生所におい

て病性鑑定を行ったところ、同居豚を含め 2

頭が CSF の PCR 検査および RFLP 検査で

陽性となった。次いで同一豚舎の周囲の豚を

検査したところ、14 頭中 10 頭が PCR 検査

で陽性となった。このため、最初に陽性を確

認した 2 頭について独立行政法人 農業･食

品産業技術総合研究機構衛生研究部門で検査

し、14 日に農林水産省が CSF 患畜と確定し

た。なお、病性が確定する 12 日夜から 13

日にかけて、疫学調査材料として全豚舎の計

175 頭と環境材料 50 検体を採材した。 

表３ 発生に至るまでの検査 

 
 

４ 発生後の防疫措置 

 9 月 14 日 7 時に「第４回長野県特定家畜

伝染病対策本部会議」が長野県庁で開催され

、長野県知事からの指示により 7 時 18 分か

ら殺処分を始めとする防疫措置が開始された

。種雄豚や繁殖雌豚の殺処分は電殺機で行っ

た。当初、繁殖雌豚はパコマによる薬液注入

による薬殺の併用も試みたが、首回りの太い

豚では難しく、電殺機に切り替えた。手順は

、種雄豚や繁殖雌豚は豚舎入口に誘導し、頸

部にハサミ型の電殺機で豚を一旦倒し、押し

付け型の電殺機を胸部に約１分間押し当て、

処分した。なお、種雄豚はマフロパンによる

鎮静をした。豚舎外への豚の運び出し方法は

、事前に引いたブルーシート上を水道水で濡

らし、ロープを牙にかけ、5 名程度で引きず

り出した。この方法により、300kg 以上の

豚も人力による豚舎外搬出が可能となり、豚

舎外に搬出後は、処分した種豚をローダーで

トラックに投入した。種豚以外の子豚および

肥育豚は炭酸ガスによるガス殺を行った。同

日 23 時 57 分に最後の種雄豚を殺処分し、

全 349 頭の殺処分が完了した。9 月 15 日か

ら 16 日にかけて、豚舎内の除糞や飼料や敷

料等の汚染物品は埋却溝に運び出した。畜試

では、豚と牛の堆肥は共同の堆肥舎を使用し

ていたため、全ての堆肥を処分する必要が生

じ、埋却溝の面積は広大となった。その後、

豚舎内の除糞、清掃、消毒を実施したうえで

、豚舎内や通路に消石灰を散布し、9 月 16

日 13 時 38 分に防疫措置が完了した。 

 



 

 

５ 疫学調査結果 

 全 10 豚舎、患畜 2 頭を含めた 351 頭の内

177 頭を採材して実施した PCR 検査結果は

表４のとおり。PCR 陽性は最初に異常豚が

摘発された No.8 豚舎のみ 13 頭が陽性で、

残りの 9 豚舎は全て PCR 陰性であった。な

お、床、壁、窓枠、長靴、手押し車、ローダ

ー等の環境材料の拭い液は全て PCR 陰性で

あった。ELISA 検査は 9 月 9 日に非特異反

応であった種雄豚１頭のみが陽性であった。

CSF が摘発された No.8 豚舎の豚は全て

ELISA 陰性であった。 

表４ 疫学調査結果 

 
 

６ 考察 

 ウイルス侵入初発豚房と侵入推定時期 

 豚舎内に CSF ウイルスが侵入した要因を

検討するため、No.8 豚舎のウイルス侵入初

発豚房と侵入推定時期を、①2 週間毎に実施

した清浄性確認検査結果、②豚移動歴、③疫

学調査結果の 3 点から考察した。 

 8 月 26 日、清浄性確認検査で４頭の豚の

PCR 陰性を確認した。 

 
 

 

9 月 6 日、最も奥側の豚房の豚 1 頭を右後

肢浮腫による治療にあたり、隔離のため移動

した。 

 
 

9 月 9 日、清浄性確認検査で 9 月 6 日に移

動した豚の隣の豚房 4 頭の陰性を確認した

。 

 
 

 9 月 12 日、1 頭が嘔吐し、2 頭が PCR 陽

性となり、CSF 感染豚を確認した。 

 
  

 

 

 

 



 

 

9 月 12～13 日の疫学調査結果は 13 頭が

PCR 陽性で環境材料６か所は全て陰性であ

った。 

 
 

 豚舎の入り口側でなく、反対側に陽性豚が

集中していた点、これまでの検査結果、豚移

動歴から豚舎の最も奥側が初発豚房と考えら

れた。なお、中央の豚は、9 月 6 日に最も奥

の豚房から移動したため、ウイルスを既に保

有しており、そこから隣の豚房の豚に感染し

たものと考えられた。また、ELISA 検査が

陰性の点やこれら豚舎の感染状況からウイル

ス侵入推定時期は 9 月上旬と考えられた。 

 
  

豚舎内へのウイルス侵入要因 

 どのように豚舎内にウイルスが持ち込ま

れたか、①初発豚房の配置（最も奥側の豚房

）、②豚とウイルスの接触の可能性、③ウイ

ルス侵入防止対策の実施状況、④検査結果と

の整合性の 4 点から考察した（表３）。 

 

 

 

 

 

表３ 豚舎内へのウイルス侵入要因 

 
 

なお、侵入要因は人、物、野生動物による

持ち込みの 3 項目について検討した。 

 人による持ち込みの項目のうち、除糞につ

いては、毎日午前中に豚舎入口側から入り、

東側の入口の豚房から最も奥側の豚房に向か

い行い、西側の奥側から入口に戻る順路で実

施していた。初発豚房付近はシャッターがあ

り、人や物の出入りはなく、外には防鳥ネッ

トが設置されていたため、除糞によるウイル

ス侵入の可能性は低いと考えられた。出荷の

積み込み作業は、出荷日の朝に豚房から豚舎

入口まで舎内の作業員が誘導し、そこから外

に待機する作業者が出荷用トラックに誘導し

た。9 月 3 日に出荷したが、同じ作業者が

CSF 陽性豚房、陰性豚房にも入っても PCR

陽性豚が拡大していないため、ウイルス侵入

の要因の可能性は低いと考えられた。治療は

、9 月 5 日から 7 日に最も奥側の豚房の豚が

右後肢浮腫のためアンピシリンを注射した。

長靴の履き替え、手袋の着用等の対策は実施

していたが、初発豚房のみ入っていることか

ら、可能性は中程度と考えられた。 

 次に物による持ち込みであるが、豚舎を出

入りする物に飼料用とおが粉用の手押し車が

ある。手押し車は入り口付近に常時置かれ、

飼料用の手押し車には、野生動物侵入防止の

ためベニヤ板が載せてあり、No.8 豚舎の給

餌器の口にもベニヤ板は載せていた。手押し

車は週に１回程度、補充のため豚舎外に出る

が、タイヤの消毒は消石灰帯を通過するだけ

としていた。消毒が不十分な点もあり、手押

し車による持ち込みの可能性は中程度と考え

られた。 



 

 

 なお、野生動物については、豚舎内にカラ

ス、スズメ等の野鳥が確認されていたが、7

月に防鳥ネット設置後は豚舎内で確認されて

いない。そのため、野鳥による豚舎内への持

ち込みの可能性は低いと考えられた。ネズミ

は、防鼠対策として、クマリン系の殺鼠剤を

月に１回程度散布していた。しかし、後日

No.8 豚舎を確認したところ、図３に示すと

おり、初発豚房を中心に壁に 1 か所、天井 2

か所、ネズミの侵入口と推測される所を確認

した。このような穴は、都度、塞ぐなどの対

策をとっていたが、小まめなメンテナンスは

できていなかった。 

以上のことから、初発豚房との配置、豚と

の接触の可能性、対策の実施状況からネズミ

による豚舎内へのウイルス持ち込みの可能性

は高いと考えられた。 

図３ ネズミの侵入口と推測される箇所 

 
  

農場内へのウイルス侵入要因 

 車両については養豚エリアに入るまでに

３回の車両消毒をし、人による持ち込みにつ

いては、入場を極力制限した上で、着替えは

2 回、長靴の履き替えは 3 回行った上で豚舎

内に入ることになるため、可能性は低いと考

えられる。 

 野生動物については、畜試近くの中央自動

車道の西側の霧訪山の山麓では令和 2 年 2

月 25 日までの間に 18 頭の CSF 感染野生イ

ノシシが確認されているが、中央自動車道よ

り東側で CSF 感染イノシシは見つかってい

ない。また、防疫フェンスもあることから養

豚エリアに入ることはできない。 

養豚エリア周囲の圃場にネズミは確認され

ている。8 月の末から 9 月上旬にかけて、豚

舎周囲の圃場にトウモロコシの一斉収穫が行

われ、餌場がなくなったネズミが周囲に拡散

した可能性はある。 

カラスは防鳥ネットが設置される前まで、

ロケット型の定期的に音が出る装置を設置し

ていたが、全てのカラスの飛来をなくすこと

はできなかった。一般的にカラスは 7 月頃

から群れでの生活が多くなり、ねぐらに集ま

る個体は 10km 程度の範囲から飛来すると

言われており（参考 1）、西側の霧訪山の山

麓のカラスは畜試からは行動範囲内と考えら

れる。また、基本的に植物と動物由来の餌を

採食する雑食性で、昆虫などの小動物を除い

ては死肉などを採食すると言われており（参

考 2）、カラスが CSF に感染することはな

いが、感染野生イノシシの血液中の高濃度の

ウイルスがカラスの嘴や足に付着し、持ち運

ぶ可能性はありえる。 

全ての人、物、車両等による農場内へのウ

イルス持ち込みの可能性は否定できないが、

カラスやネズミ等の野生動物による可能性が

高いと考えられた。農場内のウイルス侵入要

因の推定は野生動物を介しての伝播という農

林水産省疫学調査チームの見解とも一致して

いる（参考 3）。野生動物を介した養豚エリ

アへのウイルス侵入要因は図４のように考察

する。 

図４ 養豚エリアへのウイルス侵入要因 

 
 

畜試では、野生動物対策を強化してきたが

、応急的に設置した防疫フェンス下部の畦畔

用の畔シートは台風や雨により破損、広大な

養豚エリアの下草刈りが間に合わなかった点

、老朽化した古い豚舎の小さい穴など、対策

の一部に不備も見つかった。 



 

 

７ まとめ 

 畜試は CSF 感染イノシシの発見地点から

距離が近かったことや、7 月時の対策以前は

カラス等の野鳥が豚舎周囲に多く、ウイルス

の侵入リスクの可能性が高い農場であった。

CSF 侵入防止対策を 100%行うことは、時

間、労力、費用的にも困難である。その限ら

れた中で、具体的な対策をとり、何からどの

ように実施していくか優先順位を付け、メン

テナンスを一つ一つ実施していくことが大切

である。令和元年 10 月以降、飼養豚へのワ

クチン接種が開始され、CSF に対する状況

は変わったが、飼養衛生管理基準の遵守は基

本である。ウイルス侵入リスクをゼロにする

対策は難しいが、特にイノシシを含めた野生

動物対策は関係団体が一丸となった対策は不

可欠である。 

最後に今回の経験を活かし、再び豚を導入

できるよう取り組みたい。 
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