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1．はじめに

国内での豚熱（CSF）の発生は，令和 3年 8月

中旬現在で 71事例，防疫措置対象 113農場にの

ぼっています。野生いのししに感染が拡がってい

る状況から，更なるまん延が危惧されるところで

あり，やや距離があるとはいえ九州地方に立地す

る当所においても，常に緊張感をもって日常の飼

養衛生管理体制強化に努めています。

平成 30年 9月に国内で 26年ぶりに CSFが発

生して以降，当所も県の家畜衛生部局の指導のも

と衛生管理状況の点検を重ねてきましたが，令和

元年 11月，当所の敷地内で複数の野生イノシシ

が目撃されたことを契機に（図 1），豚の防疫対

策強化に対して緊急の予算措置をいただき養豚エ

リアの野生動物侵入防止柵の修繕と環境整備を行

いました。

さらに，令和 2年 3月に「豚の飼養衛生管理

基準」，4月に「家畜伝染病予防法」が改正され，

畜舎以外の付帯施設である堆肥舎にも野生動物対

策が義務化されたため，追加の予算を頂戴し堆肥

舎への防鳥ネット整備を実施しました。

今回，それらの野生動物侵入防止対策を目的に

実施した施設の修繕・整備の概要を中心に，令和

3年度から新たに家畜衛生・動物福祉の観点を盛

り込み開始した養豚部門の試験研究課題など，当

所の家畜衛生向上に向けた取り組みについてご紹

介します。

2．野生動物侵入防止対策の概要

（1）野生動物侵入防止柵の修繕

当所の養豚部門では，平成 3年の開設当初から

日本 SPF豚協会の SPF豚農場認定規則の規定に

準じた飼養・衛生防疫管理を行っています。しか

し，約 30年が経過して全体的に施設の老朽化は

進んでおり，とりわけ SPF農場にとって最も重

要な豚飼育区域を囲むフェンスについては，部分

的に老朽化の顕著な部位が認められ，フェンス上

部に取り付けられている「忍び返し」（図 2）は
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図 1　野生イノシシ目撃状況
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特に劣化が激しく，小動物の侵入などが危惧され

る状況だったため，柵の修繕を実施しました。

既存の忍び返しは過去に職員が手作りで鉄筋を

カット・曲げ加工した後，鋼製フェンスに溶接し

て有刺鉄線を這わせるなど，相当な労力をかけて

設置したもので，当時のスタッフの思いが詰まっ

たものと聞いていましたが，防疫体制に万全を期

すため，今回全面的に交換修繕することとしまし

た。修繕にあたり同様の形状をした忍び返しを取

り付ける方向で検討しましたが，フェンス上部の

鋼製パイプに取り付け可能な市販品がなく，オー

ダーメイドでの取り付けは費用がかかるとのこと

でした。対応を検討した結果，牛の放牧場等で広

く利用される電気柵を張り巡らせる方法であれ

ば，市販の器材で取付けが可能であり，目的とす

るネコなど中型の野生動物侵入防止に有効と判断

し，忍び返しとしての活用を決定しました。そし

て，令和 2年 3月，総延長約 1,500mにわたる養

豚エリア周囲のフェンス上に電気柵の設置を完了

しました（図 3）。

なお，SPF施設で日常的に行われる外部エリ

アからフェンス内側に沿って設置された飼料タン

クへの配合飼料投入の際に作業者が感電しないよ

う，飼料タンク部分のみ電気柵ワイヤーにプロテ

クターを装着し，危険周知看板を設置するととも

に，飼料供給・配達業者に対し啓発文書を送付

し，安全確保を図っています（図 4）。

（2）養豚エリア周囲の樹木伐採

家畜の飼養衛生管理基準において，畜舎や農場

周囲の樹木剪定や雑草払いなど環境整備の実施

は，野生動物が身を隠す場所を与えない，近寄ら

せないために有効な対策として遵守項目となって
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図 2　老朽化した既存の忍び返し 図 3　電気柵による忍び返し

図 4　飼料タンク部分の危険防止対策
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いることから，職員で剪定が可能な一部の植栽を

除き，専門業者に依頼して大がかりな伐採・伐根

を行いました。

当センターは畜産だけでなく作物・園芸研究部

門などを含めた総合農試として設立され，県民に

親しまれる緑の多い施設とするため，敷地内には

高木～中低木まで様々な樹種の樹木が植栽されて

います。30年の歴史の積み重ねにより，養豚エ

リアの敷地周囲を囲む樹木もフェンスの上を大き

く超える高さに伸び，網目を貫いて枝が繁茂し，

あたかも米国ボストン野球場の名物「グリーンモ

ンスター」のように立派に成長していました（図

5）。作業にあたり，事前の打合せを重ね，高木に

ついては高所作業車を使用しての伐採，中低木は

フェンスの網目を貫いて伸びる枝をカットしてか

らの伐根を行うこととしました。一部の高・中木

は養豚エリアのフェンス内側に生育しているもの

もあったため，SPFエリア内での業者施工時には

車両消毒や，作業スペースのゾーニング，終了後

は作業スペースの石灰散布による消毒など衛生面

に最大の注意を払い伐採を行いました。

令和 2年 1月中旬から 2月中旬まで約 1か月の

工期を要した環境整備の結果（図 6），年間に何

度か散見されていたエリア内へのネコの侵入が，

令和 2年 4月以降は 1回のみと明らかに減少し，

研究スタッフ一同，対策の効果を実感していると

ころです。おそらくフェンス周辺の樹木を登った

小動物が，老朽化した忍び返しの隙間を縫って

フェンスを越えて養豚エリア内に侵入していたも

のと推察されました。今後も，エリア周辺の施設

設備の点検を欠かさず行い，中～小型の野生動物

の侵入を許す隙間を作らないよう努めたいと思い

ます。

　（3）堆肥舎の防鳥ネット整備

当所は養豚部門のほか，酪農・肉用牛および種

雄牛作出などの大家畜部門，飼料作物部門が同じ

畜産エリア内に立地しており，各部門から搬出さ

れた家畜排せつ物を共同の堆肥舎で堆肥化，堆肥

全量を飼料作物部門の圃場に施肥するサイクルを

とっています。そのため，フェンスで囲まれた豚

飼養区域の外に隣接して立地する堆肥舎について

も，飛び地として「衛生管理区域」に設定してい

ることから，法改正に伴う野生動物侵入防止対策

のため，防鳥ネット設置の必要が生じました。

図 5　養豚エリア周辺の樹木（整備前）

図 6　養豚エリア周辺（整備後）
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堆肥舎 2棟は牛部門との共同利用施設というこ

とで，それぞれ全長が 50mと 35m，屋根高も 5m

以上あり，養豚部門の飼養頭数（繁殖試験豚約

60頭，その他の子豚と肥育試験豚含め約 150頭）

と比較すると随分大型の堆肥舎であるため，進入

口へのカーテン用ハンガーレール装着や壁面上部

に設けられた通気用の開口部への防鳥ネット取付

など，高所作業車を利用しての大がかりな設置作

業となりました。さらに，新型コロナウイルス流

行の影響もあり，施工業者の確保・日程調整も難

しいなか，実質 4日間の短い工期で施工を完了で

きました（図 7, 8）。防鳥ネットを設置するまで

は，普段どのくらい野鳥が堆肥舎に来ているのか

など，気にも留めずにいました。いざ取り付けて

数時間後に観察すると，スズメを中心とした十数

羽の野鳥が餌を求め，堆肥舎開口部から堆肥舎へ

入ろうと試みるもネットによって入ることができ

ず，右往左往して飛び回っているシーンを目の当

たりにし，「こんなに野鳥が来ていたのだなあ」

とあらためて気づかされたところです。

養豚部門では，日常からスタッフが遵守する衛

生管理内部規定によって，豚糞を堆肥舎へ搬出し

た職員は当日の養豚エリア内への再度の入場を禁

止しており，ワンウェイの作業動線をとり堆肥舎

の家畜排せつ物を介したルートの病原体侵入防

止を図っています。しかし，都市化が進む当セ

ンター周辺の環境を考えたとき，海外や国内の発

生地域から近隣に伝播した CSFやアフリカ豚熱

（ASF）ウイルスなどが野鳥や野生動物を介して

堆肥舎に持ち込まれ，養豚エリアが病原体侵入の

危機にさらされるリスクはゼロではないと思わざ

るを得ません。そのため，これまでの堆肥舎から

病原体を持ち込まないという対策だけで安心する

ことなく，堆肥舎に病原体を持ち込ませない対策

を講じることで一層のリスク低減が実現できたと

思われます。

3．令和 3年度新規試験研究課題の概要

近年，家畜防疫以外にも動物福祉（アニマル

ウェルフェア，以下 AW）に配慮した家畜生産が

重要視されるとともに，畜産分野においても持続

可能な開発目標（SDGs）の考え方に対応した産

業としての取組みが求められる時代となってきま

した。そこで，当所においてもそれらの概念を取

り入れ，作業の省力化や環境への配慮，持続性を

備えた養豚生産技術の開発にかかわる試験研究課

図 7　堆肥舎防鳥ネット（カーテン部） 図 8　堆肥舎防鳥ネット（通気用開口部）
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題を新たに設定しました。

その中で，家畜防疫と AW，SDGsいずれにも

関連する課題として，「新たな低コスト養豚用敷

料の検討」を開始しています。研究を始める背景

としては，当所が従来から SPF基準に沿った衛

生管理を行う中で，内部まで十分な消毒が難しい

オガ粉を敷料として利用できない状況を何らかの

方法で解消したいと考えたことに始まります。長

年，種豚の育種改良を行うなかで肢蹄の強化に取

り組んでいますが，コンクリートの床面で長期間

飼養する影響もあってか，四肢の関節に支障を来

す脚弱（骨軟骨症・骨関節症）の発生が多くみら

れます。脚弱の原因は多面的要素によりますが，

環境要因を少しでも取り除くため，敷料の利用は

AWの観点からも実現したいテーマでした。

しかし，敷料の利用について注意すべき点とし

て，国内で発生が継続している豚熱の疫学調査報

告において，農林水産省の拡大豚熱疫学調査チー

ムは「豚に直接触れる敷料は，保管する際に野

生動物や野鳥の接触が無いよう徹底する必要があ

る」との内容で提言をしています。そのため，懸

念されている敷料からの CSFウイルス侵入リス

クを低減した，安全性の高い養豚用敷料を開発し

利用できるかについて，研究課題の「期待される

成果」に掲げ試験をスタートしました。

そこで，まず施設園芸のハウス保温用ボイラー

燃料として主に利用されている，オガ粉を原料と

した木質ペレット（図 9）に着目しました。木質

ペレットは，製造段階で加熱・加圧成型されると

ともに，フレコンバッグで輸送・保管できるメ

リットがあると考え，病原体汚染リスクの低い敷

料としての利用性や堆肥化特性について今年度試

験を進めています（図 10）。

今後はさらに，SDGsの観点からも貢献できる

よう，原料のオガ粉の一部をリサイクル原料で代

替することで低コスト化を図り，オガ粉単体と比

較して同等または安価で，かつ機能性と安全性の

高い敷料の開発を試みる計画です。近年の養豚経

営は発酵床豚舎の増加や飼養規模の拡大により，

牛飼養農場も含めて敷料として利用するオガ粉の

需要が増加している一方，再生エネルギー利用促

進・木質バイオマス発電推進の影響で畜産敷料向

けオガ粉の価格上昇や必要量確保が困難な状況に

あるとの声も聞こえています。また，リサイクル

図 9　木質ペレット（原料オガ粉のみ）

図 10　木質ペレット敷料利用試験
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原料を敷料として活用し，堆肥として有機炭素成

分（CO2）を土壌中に貯留することは，2050年ま

でに温室効果ガス（GHG）排出削減・カーボン

ニュートラル実現のため，国が進める「みどりの

食料システム戦略」に少しでも貢献できるのでは

ないかと考えています。新たな敷料を開発するこ

とで，肢蹄の優れた種豚の育成だけでなく環境保

全にもつながるという，これまでと違った切り口

での試験研究課題のため，研究スタッフ各々チャ

レンジを楽しみながら日々研究を行っています。

4．おわりに

今回の野生動物侵入防止対策により，当所の養

豚エリアにおけるバイオセキュリティの向上がよ

り一層図られました。CSFや ASFをはじめとす

る豚の家畜伝染病発生防止は，地域全体で取り組

んでいかねばならないことであり，私たち公設試

験場の研究部門は「地域の養豚生産者に対する技

術情報発信拠点」として，家畜衛生はもちろん

AW，SDGsや GHG削減などの分野についても常

にアンテナを張り，試験研究の取組みに反映させ

るなどの役割を果たしていきたいと考えます。

最後となりますが，一連の施設整備にかかる多

額の予算措置にご尽力いただいた県農林水産部局

および当センター管理部の皆様に心より感謝する

とともに，安定した衛生管理環境の下，試験研究

成果を着実に上げることで熊本県の養豚振興に寄

与していきたいと思います。
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