
ＰＥＤ対策、経緯と検証 
 

ＰＥＤウィルスはどこから来たか？ 

 日本を駆け抜けた PED ウィルス。グループ内でも多数の農場が感染しました。幸いにも昨年、今年と継続

した高豚価のお陰でなんとか一段落したのではないかと考えています。目標の農場清浄化もほぼ目途が立

ってきました。一部の農場では現在も進めているところですが、ほとんどの農場で農場から PED ウィルスが除

去されてきた状況を受け、改めて発生からここまでの経緯を振り返り検証してみました。 

グループの場合も例外なく、気温の上昇とともに南から北へウィルスが駆け抜けました。当初原因として強

調されていた特定の飼料原料（血しょうたん白）は世界的な話題となって物議をかもしましたが、実際には日

本が輸入できる特定の米国製血しょうたん白製剤は、製造過程でも製品保管過程でも、ウィルスが感染力を

保持した状態でアメリカから輸入された可能性はないことが科学的に証明されました。多数の人が推測して

いたようにウィルスを持ち込んだ媒体は、飼料原料などを運んだトランスバッグではなかろうかという考えが有

力です。米国農務省（USDA）も同じような見解を持っていることがネットでも報じられています（Northern 

Ag.net. Oct.1.2015）。綿密な原因究明を行う仕組みが構築されていない限り、この手の検証は困難を極めま

す。何故そうなってしまったかは単に憶測でしかありません。 

北海道から九州までグループ全体が一度に感染していないことからもこうした付着ウィルスが多くの場合関

与していると考えるのが妥当でしょう。飼料工場、倉庫、配送などのプロセスのどこかでコンタミがあり無警戒

で持ち込まれてしまったと思われます。その都度自社の管理体制は見直され、改善されつつあったというのも

間違いないと思われます。すなわち飼料を運搬する際の紙袋やトランスバッグ、不十分な洗浄消毒、不完全

なトレサビなどが示唆されています。特に完全否定できる材料も持ち合わせていないし、あくまでも憶測の域

を脱していませんが、おそらくこうしたことがあったのだろうと推測されます。PRRS や AD などに対する基本的

なバイオセキュリティが PEDに関しては通じなかったのです。 

 

一方、と畜場からのウィルスの持ち込みについても確たる証拠と言えるものはありません。分娩

舎で一旦ウィルスが侵入してしまえば、たちまち農場の隅々まで染まってしまいます。初発のウィ

ルスがどこから来たのかはわからない

ままです。肥育期の豚は感染後早急に

回復し免疫を獲得するでしょうし、多

少のウィルスが外部から二重侵入した

としてもわからなくなってしまいます。 

 

グループ内の発生状況は 3~5 月に集

中していてその後 6 月以降は新たな発

症はありません。12 月下旬に 1 農場で

発症がありましたが、周囲に農場も無

いため、近くの大通りを行き交う出荷

トラックからの飛び火か、風に乗って

飛んできたかのどちらかでしょう。明白な証拠はありません。大風を介して疾病が拡がる傾向が強

い地域なだけに、今回も同様に空気感染でもらいうけたのではないかと考えられています。 

GPF内発生状況（H26年度）
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その後、年が明けて 2~3 農場が再感染を受けました。周辺地域の汚染レベルがこうした率を引き

上げているに違いありません。 

まとまって感染を経験したのは、豚や飼料だけでなく、これらの供給体制、生産システム、肉豚

集荷体制など、多くの面で同じ活動を共有するグループ農場ならではの結果かもしれません。それ

でも実にグループ 80 農場のうち 50 農場が感染（グループ感染率＞60%）となり、様々な面で注目

を浴びる結果となりました。 

確証は得られていないものの人工乳の袋などに付着してウィルスが持ち込まれたのではないかと

懸念されたのは事実です。検疫を強化したために発症を免れたケースが特に小規模農場に見られま

した。すなわち一度に多数の紙袋人工乳を購入し、保管しながら古いものから使用する習慣があり

ました。さらには噴霧消毒も綿密に行っていたため自然に検疫期間を踏んで阻止できたと推測され

ます。急遽紙袋を分娩舎から最も遠い場所に隔離検疫し、裏表が十分濡れるほど消毒したうえでさ

らに期間を取って使用することを獣医師も推奨していました。 

 

初期対応、強制馴致の是非 

 多くの場合、PED が家保の検査で確定するまでの間を農場とじっくりどのような方針でやっていくかの協議

検討の時間に使いました。PED だから馴致というのは当然の柱ですが、それ以外のことも非常に重要です。

清浄化するのか、被害が出なければそれでいい共存策で行くのか、獣医師と農場が同じ意識に立つことがま

ず必要です。当然ながら清浄化方針を最初に掲げました。 

 

まず対処が急がれるのは発症が急速に進んでいる分娩舎の哺乳子豚です。日令が大きなものほど回復が

早いことから、ウィルスに執拗にたた

かれないように、ある日令以上の豚は

速やかに離乳舎あるいはそれに準じ

た隔離場所（必要に応じて温度管理

に手を加える）に避難させました。最

も感染が激しい新生子豚と同じ空間

で長く飼えば飼うほど何度も激しくウ

ィルスに曝されてしまうからです。母

豚も早めに離乳させ一斉馴致をより

管理しやすいように工夫しました。 

欧米の経験、また過去の TGE で

の経験も参考に、腸管疾病としての

PED の特徴を理解しながら獣医師チ

ームで対応策を練りました。母豚を感染させて得られた自然な腸管免疫が最も有効に乳汁を介して子豚を守

るという自然の摂理を利用しない手はありません。神が授けた生き抜く方法です。この場合乳汁免疫で大切

なのは IgA であり、初乳が重要と言われる病気（全身性の疾病で菌が血液をめぐる特徴のあるものは IgG が

もっと効率的に働きます）とは異なり、初乳、むしろ常乳をよく飲ませることが必須です。IgG のレベルを標榜

する疾病の場合にはワクチンを筋肉注射して抗体レベルをあげて対応しますが、腸管疾病、特に PED の場

合にはウィルスは腸管から血管内に入ることはありません。それを見越して腸粘膜に潜んで腸管内のウィルス
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を直接駆逐する抗体にかけてみました。PED ウィルスのことを一番知っている免疫細胞は直ちに腸管へ急行

できる場所（脾臓や腸管膜リンパ節など）で待機しており、腸管内で PED ウィルスの再侵入があれば素早く増

殖して応援に駆け付けます。と同時に乳汁中の IgA という形で子豚を守るのです。そのため農場が発症する

や否や、できるだけ早く確実に母豚を感染させなければなりません。タイムリーにしかも人為的に行うので強

制馴致と呼んでいます。したがってワクチンでいくら抗体レベルが上がったとしても、感染経験をもとに乳汁

（常乳）に分泌され、子豚の腸管内で特異的に働く IgAには防御的には遠く及ばないのです。 

 

強制馴致は腸管疾病に対する標準的な対策ですが、ワクチンが販売されている我が国においては、馴致

のデメリット、すなわちウィルスの近隣農場への爆発的な飛散が先行して心配され、農水省からは危険な対

策として警告されました。もちろん馴致をすると農場状況がかえって悪化する疾病（豚赤痢など）もあるので、

全てを熟知した獣医師だけに許可されるべき管理手段ですが。そのうち適切に行うことができれば、むしろ高

い効果が見られることが認知され、届出制で獣医師だけが遂行できるようになりました。この届け出制を使っ

て馴致をした農場もありました。 

 

できるだけ早く、しかも効率よく馴致を行うのは簡単ではありません。感染後かなり時間が経ってしまった場

合や、不十分な馴致材料ではうまくいかないことが多いようです。まずは発症したかどうかを確認し、80%以上

の母豚が確実に症状（下痢、食滞、熱発など）を呈していることをチェックします。どういうわけか 100％期待す

るのは難しい疾病です。発症後 1 週間以上経過している母豚では、それなりの免疫がすでにあります。さら

に馴致材料が少ないと免疫レベルにばらつきが出やすくなります。そのため強制馴致をするにあたって確か

な馴致材料を確保する必要があります。ウィルスを最も含むのは初発子豚（７日令以下）の発症直後の黄色

水様便を含んだ腸管です。ひとしきり下痢をした後では粘膜はほとんどなくなってしまっているので想定通り

のウィルスは回収できない恐れがあります。そのため発症後 1~2 日目位の震えているような子豚を使います。

時間が経って衰弱し、自然死した子豚では馴致材料には不十分です。生後数日以内の若い豚には可哀想

ですが、腹を圧迫して集められる下痢便や発症後間もなく殺処分した子豚の腸を他の豚を救うため心を鬼に

して準備します。 

うまく行けば 1 頭の子豚で 80 頭分の母豚馴致材料を準備できるはずです。アメリカ情報によれば TGE に

照らしてかなり大量に、かつ頻繁に馴致をするように提案されていますが、それほど必要ではないこともやが

てわかってきました。 

 

分娩舎でのノータッチ管理 

馴致の効果が実を結び、生まれた子豚が 2 週目以降から発症しない子豚も混じりだしますが、最初は定ま

りません。徐々にしっかりした子豚が増えていきますが、これは母豚の免疫の完成度を意味します。しかしそ

れまでの間は苦難の道が待っています。すなわち免疫が不十分な子豚がどんどん死んでいくからです。ほぼ

1 カ月分の子豚が死んでしまう危機的な状況に陥ります。大変なフラストレーションです。ただでさえ死んでし

まう子豚を前に、何とかして子豚を救いたいという自然な気持ちが芽生えてくるのは当然です。そのため発症

直後から何とか腹腔注射や電解質投与等を行いますが、なかなか思ったような効果はあげられません。管理

者自らがウィルスのキャリアーとして別の腹や別の部屋へ伝播してしまうからです。これは手袋をしても衣類を

変えてもどんなに頑張っても阻止することは難しいことです。子豚は生まれると同時に様々なストレスに遭遇し

ますが、子豚への直接間接の管理がストレスとなりウィルスを活発化させます。子豚にとっては何でもかんでも
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ストレスです。苦しむ子豚をなんとか救いたいと思う気持ちは分娩管理者にとって大切ですが、歯きり、鉄剤

注射、去勢、里子、餌付け、豚房の洗浄、子豚治療、ワクチン注射などは感染回復後の生後 2 週間以降に

先送り、母豚と子豚に任せて静かに見守る我慢の管理を採用しなければなりません。この一見無謀な管理を

｢ノータッチ管理｣と呼び、グループ内外で大きな成果をあげることができました。ＰＥＤの特殊な状況でこそ効

果を発揮した逆転の発想から生まれたものです。離乳前後に行えば大丈夫な管理もありますが、忘れてしま

ったら大問題となるので、必ず忘れず必投与しなければいけません。鉄剤、ワクチンはその一つです。 

 

 馴致後 3~4週目に入るとかなり状況は安定し、新たな新生子豚の発症はなくなりますが、それでも同じ部屋

で PED 発症中（排菌中）の子豚がいれば、すぐに再感染を受けてしまいます。免疫効果を最大限に発揮す

るには発症中の子豚がいない空間を継続的に作り上げる必要があります。そのため分娩舎でＰＥＤによる下

痢が見られなくなったとしても、直ぐに戻さないでノータッチ管理を最低でも 2 カ月間は継続するようにします。

同じ空間やステージで不安定な状態の場合にはノータッチ管理が成果を発揮します。離乳舎でも水平感染

の危険がある場合は大変有効な方法です。 

 

離乳後の管理のポイント 

離乳舎（ハウス舎等の隔離場所）に移動した感染豚も引き続きしばらくはウィルスを排菌しますが、母豚に

守られて感染しないで離乳舎に行った豚でも新たな感染を受ける危険は常にあります。理屈は分娩舎と同じ

ですが実害が少ないので漫然となりがちです。通常行われている離乳子豚のサイズによる違う群編成等は極

力しないよう心がけましょう。常に静かに豚を見守り積極的な管理はできるだけ控えます。豚自らが持ってい

る再生力に期待しましょう。 

あいたペンに新しい離乳豚を導入することが習慣化している農場ではなかなかウィルスが抜けきれません。

一旦感染が連鎖すると何をしても解決しない状況がめぐってきます。 

分娩、子豚の移動がウィークリー管理であれば、それぞれのバッチがお互いに干渉しない十分な空間確

保が必要です。その点 2 週、3 週をまとめたバッチ管理ならより効果的です。ピットの引き方が分娩舎と一緒

の場合、あるいは分娩離乳が一体化している豚舎では慢性化する傾向があります。一般に農場は豚舎に余

裕がないことが多いのでパーシャルデポも実行しにくく、時を見計らって肥育舎にミルキーウィーンフィーダー

を設置し、通常の 2~3 倍増しの密飼を強行することも有効です。一見乱暴な方法に見えますがロット間の感

染を断ち切るためには効果は高い手段です。 

 

逆に分娩から肥育までの AIAO 体制が整い、管理者の動線も守り抜くことができる農場であれば清浄化は

それほど難しいことではありません。何か問題が発生した際は、管理者全員で情報共有し管理面の見直しも

検討していきます。ほんのちょっとした気の緩みが清浄化推進に歯止めをかけてしまうことがあるからです。 

PED による下痢は非常に特徴的なので糞の状態も発生状況からも鑑別はそう難しいことではありません。

しかし遺伝子検査で確かめればほかの要因と区別することができるうえ進捗も確認することができるので有用

です。 

 

分娩舎で感染を受けた子豚は自力で免疫を持ちながら出荷まで行くでしょうし、感染を免れた子豚は願わ

くば感染しないで出荷まで行くことが望まれます。腸管疾病の移行抗体は離乳舎中盤までが最大であり、そ

の後は自らが対処すべき病気です。環境中にウィルスが存在していれば触れる機会があるので免疫反応が
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発生しますが、清浄化には限りなく環境中のウィルスを消毒殺菌する必要があります。分娩舎での感染が見

られなくなったら、清浄化の成功度は環境中のウィルスをいかに徹底的に駆逐できたかに掛っていると言っ

ても過言ではありません。グループの今までの経験でも肥育のどこかで感染が循環していたという経験はあり

ません。もしも感染したのであれば必ず中和抗体を保有しているはずです。そのため最後に分娩舎で感染し

たと思われる豚が出荷されたあと、機を見て本格的に豚舎毎の糞便プールの遺伝子検査、中和検査をそれ

ぞれ行い清浄化が首尾よく進められているかを客観的に把握します。 

分娩舎を出発点として始まった感染もここに来て肥育豚からすっかり抜けてしまい、長く続いた PED との戦

いは間もなく終わろうとしています。 

 

グループの感染 50 農場では、今ま

で述べた方法でウィルスが農場内から

完全に除去されました（左図参照）。ス

テージ 1 と 2にそれぞれ農場が一つず

つありますが、新設豚舎の準備が遅れ

た為に長い時間がかかっているだけで、

現在それらを利用して一気に豚舎を空

けて清浄化を目指しているところです。 

 

 

 

母豚群のウィルスはどこに？ 

 母豚群は更新豚とともに強制馴致の対象になりましたが、強く感染させた結果得られた免疫は中和抗体価

として把握できます。発症から 1 年半を経過した今でも、強制馴致をした母豚群は依然としてあるレベルの中

和抗体を保有しています。当初の馴致材料は切りの良いところで処分しているので、ある時期以降の繰り上

げ候補豚には PED 馴致が施されていません。そのため低産歴の母豚は抗体がない状態です。これは母豚

群の間でもウィルスの動きがない一つの明確な証拠となります。糞便 PCR も時々実施していますが全く陽性

反応は確認できません。母豚群でもウィルスが循環していないことは、強い免疫が成立すれば中途半端にウ

ィルスをキャリアーする豚にはなり得ないことを意味し、名実ともに農場全体で PED ウィルスが駆逐されたこと

を意味します。一斉に行った馴致の結果がこうした結果につながるのです。 

 

 免疫は時ととともに減退し、中和抗体も下がりつつ陰性に向かっていきますが、これは避けるべきことでもな

んでもありません。ウィルスの再侵入を迎えた時、初回よりももっとスピーディに抗戦体制を整えるための休息

期間であり、存命中はしっかりと細胞に記憶（メモリー）が残っていると思います。いかんせん母豚はいずれ廃

用となります。新たに繰り上がってくる更新豚にとって代わる運命です。したがって抗体をもった母豚、すなわ

ち過去感染経験がある母豚は確実に少なくなっていくのは致し方ありません。これは農場の清浄化を目指す

段階で母豚群に免疫があるうちに農場から駆逐してしまおうという当初からの目論見です。ただそれまでに隣

接農場、地域、そして国全体で積極的に清浄化運動を進めていかなければならないのは言うまでもありませ

ん。しかし PED は、実害がなくなると緩んでしまう気持ちを引き締めて立ち向かわなければいけない、決して

時間が解決してくれない疾病です。 

ステージ１

・分娩舎で症状あり
・糞便PCR ： ＋（分娩舎）

ステージ２

・離乳舎で症状あり
・糞便PCR ： ＋（離乳舎）

ステージ３ 沈静化

・PCR ： －（糞便）
・抗体 ： ＋（子豚）

ステージ４ 清浄化
・PCR ： －（糞便・環境）
・抗体 ：－（子豚）

1/50

1/50

22/50

26/50
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まとめ 

今まで色々と提唱されてきた生産システムの工夫は、それなりの理由で存在します。これに対して経済性

や効率だけを重視して作られた仕組みや豚舎は一見問題がなさそうですが、PED のような問題の際に弱み

を露呈します。PEDの発生はグループが同じ活動をしていることもあって多数の農場を襲いましたが、現状の

分析に精度をかけ、素早く適切な馴致を施し、ウィルスの循環する原因やうまくいかない要素を見直すことで

ほとんどの農場を清浄化に導くことができました。 

今回強く触れませんでしたが、今まで考えたことがないほどの労力を消毒作業に費やしたことは事実です。

とにかくアルカリ性である石灰、あるいはそれに代わる製剤と逆性石鹸を多用して農場内のあらゆるウィルス

や細菌を浄化したことは成功の大きな要因だったと言えるでしょう。グループ農場と獣医師チームのコラボが

実を結んだ結果でもあると言えます。 
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慢性化傾向に陥った農場で効果的だった各種対策 

＊繁殖豚グループのバッチ管理化（週間管理→2週バッチ） 

＊一腹当りの子豚数制限とヒネ豚【体重<1kg】の淘汰 

＊ノータッチ管理の徹底（2か月間） 

＊分娩舎のスクレーパー運転停止 

＊管理者の移動作業制限のルール 

＊発症中の離乳舎への導入停止（3週間） 

ＰＥＤウィルスが慢性化しやすい豚舎環境や管理 

・分娩舎と離乳舎が合体して同じ豚舎内に位置し、特にピットがつながっている 

・分娩舎管理で離乳子豚を一定期間管理している（生まれたばかりの豚と同じ空 

間を共有している） 

・分娩舎の部屋またぎで子豚の移動を習慣化している 

・里子やナースが管理上必須で、PED発生時も実施している 

・発症時から回復期にノータッチ管理が行われていない 

・分娩舎と離乳舎の管理が同じ人で、その都度行き来する動線を持っている 

・分娩舎の部屋の仕切りが完成されていない、特にピット下（動噴で洗浄すれば 

ピット下の糞尿が撒きあがりやすく、隣接の部屋に侵入しやすい構造） 

・分娩舎の生産グループ間の空舎期間が不十分（設備の余裕がない） 


