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緒 冨

「草地は糞尿の捨て場や口蹄疫の家畜の埋却地のためにある

のではない。草地は家畜の飼料を生産するためにある。J(宮

崎大学農学部の川村修教授の最終講義)との言葉は極めて重

い。我々草地学徒は，この言葉の意味をかみしめながら口蹄

疫発生後の埋却地の再生に関する問題について考える必要が

ある。

口蹄疫は北米，オセアニア以外の世界各地で毎年のように

感染が確認されている。 2001年に英国で発生した際には，

627万頭の家畜が殺処分された。

口蹄疫は偶蹄類が感染する伝染病の中で最も伝染力の強い

部類で，感染が確認され次第，家音伝染病予防法(以下，家

伝法とする)に基づいて殺処分される。殺処分後に問題とな

るのが，埋却地の確保と管理および今後の土地利用について

である。埋却地とその周辺は家伝法により 3年間の発掘が禁

止されており，発掘には耕作も含まれるために作物生産が困

難である。また埋却地には多くの家畜や消毒薬などが埋却さ

れるため，環境対策などの問題が今後も発生する可能性は極

めて高いと考えられる(西脇・一木2011)。

そこで本報では，口蹄疫発生後の埋却に関する課題につい

て， 2001年に英国で発生した際の知見を検討することによっ

て，今後同様の家畜伝染病が発生した際の問題解決の一助と

なることを目的とする。

本研究では，特に土地の環境修復に関わる問題に着目し，

飼料作物などの環境修復能力の高い植物を活用することによ

る埋却地の再生の可能性と問題点について検討した。

彬 nishiwaki@cc.miyazaki-u.ac.jp

方 法

宮崎県で 2010年に発生した口蹄疫の際の埋却に関する情

報は，宮崎県の HP(宮崎県2010)，農林水産省 HP(農林水

産省 2010)などから得た。英国で 2001年に発生した口蹄疫

の際の埋却に関する情報は Watkissand Smith (2002)など

から得た。

結果と考察

1. 埋却地の確保における土地利用可能性の問題

家伝法第 21条により，疑似患畜の所有者が「焼却し，又

は埋却」しなければならないとあるが，実際には埋却用の土

地を確保していた農家は少なく，それが感染拡大の大きな要

因となったと言われている。また，確保できた土地でも岩盤

の存在や地下水が湧出するなどの理由により埋却地に適さな

い場所も多くみられたようである。埋却の際には周辺住民の

同意が必要であり，土地が確保できたとしても同意が得られ

ない場合もあり埋却の遅れにつながった。

今後の対策としては，感染拡大を防ぐために予め埋却地の

確保をおこない，速やかに埋却することが重要であるが，周

辺住民の同意が困難なケースが多いと予想される。また，埋

却地候補を確保しても試掘しなければ埋却に適しているかど

うかは分からない。また，埋却後の 3年間は発掘ができない，

つまり耕転ができない状態での共同埋却地の維持管理には多

額のコストが必要となると予想される。さらに，大量の家畜

や消毒薬などが捜却された土地がその後， どのように利用で

きるのかが不明な状態では土地の埋却地使用に同意すること

は極めて困難であると考えられる。
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2. 英国における口蹄疫発生後の埋却

(1) 農場での埋却 (buryon farm) 

英国で 2001年に発生した口蹄疫では，実に 6，268，769頭に

も達する家畜が処分されたが，その内 4，220，000頭は防疫上の

理由 (diseasecontrol)で処分され， 2，048，769頭は福祉上の

理由 (welfarereason)で処分された。処分された家畜の多く

(5，074，364頭)は羊であった (Watkiss. Smith 2002)。

殺処分された家畜のその後の処理方法は，焼却による処理

(burn)が29%，レンダリング加工 (rendering)が28%，共同

埋却 (landfill，mass burial)は22%，農場での埋却 (buryon 

farm)は18%，その他が2%であり，埋却以外の多様な処理

が行われた (Watkiss. Smith 2002)。処理方法の優先順位は

レンダリング (rendering)，焼却場 (incineration)，処理場(Ii.

censed landfill) ，薪焼却 (pyreburning) ，大量埋却 (massbur回

l剖)か農場での埋却 (on.farmburial)の順であった (Scudamor巴

ら2002)。これに対し宮崎ではほぼ 100%が農場での埋却

によって処理された。

現在の英国における農場での埋却の際のガイドラインで

は。埋却地は地下水位が浅いところや水源に近いところは許

可されないことや，土地の条件によって埋却可能な家畜の量

が異なる (8-50t)ことなどが指示されている (Environment

agency， 2010)。

このような指示は埋却による環境汚染を防ぐことを目的に

している。

さらに， 2011年に示された英国の口蹄疫対策戦略では，

農場での埋却や薪による焼却はできるだけ行わず¥認可され

た焼却場や処理場(landfill) を使うようにとの指示が明確に

示された (Defra，2011)。

(2) 共同埋却(land宣11，mass burial) 

先に述べたように，英国では農場での埋却よりも多くの家

畜が共同埋却(Iandfill，mass burial) によって処理された。

農場での埋却が900カ所以上だったのに対し，これらの場所

では， 29カ所の処理場(Iand印)で 95，000t，4カ所の大量

埋却地 (massburial site)で21，000tもの大量の家畜を処理

した (Watkiss. Smith 2002)。このような大量の家畜の処理

では自然浄化能だけでは処理に極めて長い時聞が必要になる

と考えられる。

英国で 2001年に発生した口蹄疫の際には浸出液を集める

事が可能で適切なモニタリングが可能な処理場(Iandfill:ゴ

ミ処理場，廃棄物処理場等)だけが許可され，発生したガス

の採取と燃焼，悪臭と衛生害虫の制御は特に選ばれた 29の

場所で行われたとのことである。図 lは管理された処理場

(Iandfill)の模式図である。日本でもこのような処理場はゴミ

処理場，廃棄物処理場等で使われているし宮崎にもエコク

リーンプラザなどの処理場が存在したが，処理場にと体を運

搬することによる口蹄疫ウイルスの拡散を避けるためだと思

われるが使用されることは無かった。この図を見ると，最下

層には粘土層を配置して浸出水を流下させないようにして，

その層の上には浸出水を集水することが可能なパイプを配置

している。また，日常的に土で被覆するとともに，上層は再

ぴ粘土層で多い，雨水の浸透を避ける構造となっている。こ

メタン混IJA:沼

メタン医収建物 / 
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/植生管環

守、幅 粘土溺

図 1 管理された処理場(landfill)の模式図 (Nutsch. Spir巴

2004より描く)• 

の粘土層の上には再び表土を被覆し，緑化による植生管理を

行っている。また，内部から発生するガスの捕集施設が設置

されガスモニタリングがなされている。さらに，埋却溝の外

には，地下水モニタリング用の井戸とメタンガス測定用の井

戸が掘られている。

大量埋却地 (massburial site) は急逮設置されたために

landfillのような制御システムが無いので，より大きな環境問

題が生じやすい。ウエールズのある大量埋却地 (massburial) 

では浸出液が観察穴から発見されたので，全てのと体を掘り

起こし焼却処理が行われたとのことである (Watkiss. Smith 

2002)。しかし，他の場所では 10年以上経過した現在でも埋

却地の管理を行いながら処理の経過を見守っている状態であ

り，これらの土地の管理と環境修復にかかる長年月のコスト

は膨大なものになると予想される。

3. 宮崎の口蹄疫発生後の埋却地

英国での農場での埋却と宮崎県の埋却マニュアルの図(宮

崎県 2010) とを比較すると，宮崎県の場合は，埋却溝の底

に不透水シートを敷いた上に埋却することや，英国よりも宮

崎の方がかなり大きな埋却溝であることなどに大きな違いが

ある。宮崎の埋却溝は，英国や米国などでの巨大な共同埋却

(landfill， mass burial)と農場での埋却 (buryon farm)との

聞に位置する大きさであり，共同埋却地と同様に地下水汚染

を防止する構造になっている。英国等の大規模で、少数の共同

埋却地では地下水やガス発生について定期的モニタリングが

なされるが，より小規模で多数の宮崎の埋却地のモニタリン

グはかなりの困難が予想される。

これらのことから考えると，宮崎で行われた埋却は，小規

模ではあるものの，英国における大量坦却 (massburial)に

類似した性格のものであると考えることができる。つまり，埋

却溝の底に不透水シートを敷いた上に埋却しているため，地

下水汚染を防止しようとする構造になっているが， landfillと

は異なり，雨水の浸透防止や，内部の浸出水の除去システム

や発生するガスのモニタリング・燃焼システムを持たないた

め，大きな環境問題が生じやすいと考えられる。不透水シー

トによって浸出水の地下への直接的な流下は防げても，埋却
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溝の表面や埋却溝周辺に浸出水があふれ出すと考えられる。

埋却地では，家畜と体は 5から 10年で分解するが，高濃度

の有機物や他の汚染物質の浸出液を 20年以上ももたらす

(Watkiss . Smith 2002)。また，浸出液には高濃度のアンモ

ニア (2.000mg/L以上)や高い COD(lOO.OOOmg/L)，高い

K 濃度 (3，000mg/L)が含まれており，さらに家畜のと殺薬

や鎮静剤，催眠剤，消毒薬そして病原菌なども含まれている

(Watkiss . Smith 2002)。

宮崎では不透水シートのために埋却溝の土壌内での嫌気的

な状態が持続して環境汚染が長期化する可能性があり，これ

らのモニタリングと環境修復がより重要であることを意味す

る。

4. 口蹄疫発生後の埋却地における環境修復植物利用の可能

性について

上記のような環境を修復する際，家伝法で禁じられている

3年間の発掘禁止期間後に埋却溝を掘り起こし，整理すること

も一つの方法であろう。しかしこの方法では埋却溝内に充

満した環境汚染物質を大量に拡散させてしまう恐れがある。

そこで，環境修復能力の高い植物を利用した埋却地の環境

修復の可能性について考えてみたい(図 2)。埋却地は不透

水シートのために水はけが悪く 土壌からガスが発生したり

浸出水があふれ出てくる劣悪な環境となっている可能性が高

い。さらに，消毒液や消毒用の石灰が大量に投入されている

ため，土壌pHの程度は極端なものになっている可能性がある。

また，さらに，埋却地は，家畜等の埋却後の土壌面の沈下

を想定した土盛りがなされていることが多く，体液の流出が

あった場合には悪臭対策のためにさらなる土盛りがなされる

ために，極めて不整地の状態になっている。このような状態

では，乗用トラクタや乗用モアを用いた採草は極めて困難で、

あると考えられる。

このような不整地条件で雑草を抑制しながら草刈りや栽培

を可能にするためには，条植えした飼料作物の栽培と収穫を

行うなどが必要となると考えられる。

宮崎大学の石井康之教授らによる研究蓄積が多い多年生植

物のネピアグラス(石井ら 2000) は，栄養繁殖由来苗の条

植え移植栽培によって，雑草を抑制しながら採草利用が可能

環境修復能力の高い飼料作物

図 2 農場での埋却地における環境修復能力の高い飼料作物の

栽培案の模式図.

であり，耐肥性が高く pH適応性が広いことから埋却地の環

境修復植物として極めて有望であると考えられる。

今後は，埋却地の環境修復に適する飼料作物種として，南

九州の低標高地では多年生(石井ら 2000) であり，乾物生

産性の高いネピアグラスの普通品種 (Mukhtarら2003) と

粗飼料としての利用性に優れ (Ishiiら2005)，植生管理も容

易と考えられる媛性品種の媛性ネピアグラス (Ishiiら2005)

について，一般的青刈作物のトウモロコシとソルガムを比較

草種に，その適応性を検討して行きたい。
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