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口蹄疫等の防疫における移動式レンダリング装置活用のための技術開発
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Summary 

During foot-and-mouth disease (FMD) outbreaks， carcasses of slaughtered animals have to be disposed of on-site in 

a safe manner to minimize the spread of the virus. To this end， we assessed the safety of a newly developed on-site 

rendering device that consists of a carcass crusher， sterilization unit， and excretion and storage tank. The purpose of 

this study is to evaluate whether the FMD virus is scattered in the surrounding area during use of the rendering 

device or during transportation of the products to the incinerator. We also assessed whether the sterilized-treated 

crushed carcasses burn efficiently in the incinerators. From our results， we conclude that when the carcasses are 

crushed， to minimize the scattering of the virus， a curtain should surround the crushing device and water-mist 

should be continuously sprayed during the crushing process. To ensure the safe and eff，巴ctivetransportation of the 

rendered products to the incinerator， either a foldable hard plastic container equipped with an internal plastic bag or 

the use of a vacuum truck is suitable. Burning of the products (15.6-17.5% of total garbage volume) did not affect the 

performance of the furnace (furnace and exhaust gas temperature and C02 emissions did not change from normal 

operation). 

Key words : on-site rendering device， foot-and-mouth disease， prevention， transportation 
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序 文

我が国では悪性伝染病発生時には殺処分によって感染

拡大を防ぐことを基本としており、防疫作業として殺処

分作業、焼埋却作業、消毒作業の 3つをいかに早く、か

っ的確に行うかが最も重要となる 3)。 口蹄疫においては

牛 ・豚等の中・大型家畜の死体を処理する必要がある

が、焼却が困難で、あるため埋却が基本となる。2010年3

月 ~7 月にかけて宮崎県内で口蹄疫が発生した際には、

29万頭に及ぶ牛、豚等が殺処分された))。 しかし当初は

発生地域が県南部の畜産密集地帯で、あったこと、海岸に

近く地下水位が高かったこと等から埋却地の確保が困難

であった。その結果、殺処分が遅れ被害の拡大を招くこ

ととなった))。 農林水産省ではこの事態および近年続発

する高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、 2011年

10月に家畜伝染病予防法を改訂する と共に、新たな飼養

衛生管理基準を策定した。この中で、農家は農場内に衛

生管理区域を設定 し病原体の侵入を防除すると共に、

埋去IJ地の確保を行わなければならないことになってい

る3)。

現在、飼養衛生管理基準の遵守のための取り組みが、

家畜保健衛生所の指導のもと全国各地で行われている

が、幾つかの都道府県においては埋却地が十分に確保で

きていない状況にある。理却地の選定にあたっては民

家、道路、鉄道等から離れている こと、河川、湖、池か

ら離れている こと、 チ|二戸や飲用水源から離れているこ

と、地下水位の高い場所は避けること、地形や土質を考

慮すること等が要件となる引が、これらの要件を満たし

ていない地域も少なからず存在する。そのため、農林水

産省で、は埋却地の確保が困難な農ー家における防疫措置の

補助手段として、農場近隣に設置して殺処分後の死体を

純|断、加熱処理する移動式レンダリング装置を開発し、

平成24年3月に完成させた 5)。しかし、移動式レンダリ

ング装置については、現在その生成物の処分方法までは

確立されておらず、移動式レンダリング装置の生成物の

最終処理を効率的かっ円滑に進めるためには、都道府県

に数多く設置されている一般廃棄物焼却施設の活用が必

要となる。また、装置の稼働に当たっては、周辺環境へ

の病原体の飛散等による二次汚染の可能性についての評

価も必要となる。そこで我々は埋却が困難な場合にも当

該装置を活用して迅速な対応がとれるようにすることを

目的とし、 1 )農場近隣への二次汚染を回避して搬出す

る方法と、 2)焼却施設における生成物の焼却方法を確

立する技術開発を行った。

材料および方法

1.移動式レンダリング装置及び供試牛

試験は宮崎県都城市において、 2013年 2 月 1 日 ~ 3 日

(第 l回現地試験)および2月27日、 28日 (第 2回現地

試験)の 2回実施した。供試した移動式レンダリング装

置(南国興産(株)、宮崎)は重量25トン、 トレーラ ー

2 ~ 3 台で分割移動が可能なサイズ (15m x 3 m X 4 m) 

で、 1)原料ホッパ一、破砕ユニット、 2)殺菌ユニ ッ

ト、 3)排出タンクより構成され、 11時間あたりに 5ト

ンの家畜を レンダリング処理する能力を有している(図

1 )。供試牛は南国興産(株)に搬入されたホルスタイ

ン種及び黒毛和種 (150~500kg) の艶死牛43頭であり、

平均処理時間3.ltlhrでレンダリング処理した。

2. 研究項目 1:農場近隣への二次汚染を回避して搬出

する方法の開発

1 )搬出容器の検討

装置からの生成物は、高温で排出される拳大の固形物

と多量の液体成分(れ11脂および水溶成分)からなるた

図 1.移動式レンダリング装置の外観

A: }京辛|ホッパーおよび、破砕ユニット、 B:殺菌ユニット、 C:抑|出タ ン夕、 D;生成物初出口
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め、搬出容器の基本条件としては耐熱性と防水性が求め

られる。さらに、充填時の作業性、充填後の消毒・運搬

の確実性、焼却施設での投入の作業性などの多くの条件

を同時に満たす必要がある。そのため、一般廃棄物用の

大型焼却施設への搬入を想定した大型容器と、中小規模

の焼却施設を想定した小型容器の二種類に大別して、そ

れぞれ種々の容器の使用試験を実施した。

2)搬出容器への移し替え方法の検討

生成物に多量に含まれる液体成分が搬出の妨げになる

ことが想定されることから、容器に高分子ポリマ一等を

投入し、液体成分を搬出容器内で封じ込めることを実験

室及び現地で検討した。試験には高分子ポリマー (ポ リ

デラック、立花マテリアル)及び生石灰セメントハイブ

リッド (ランドクリー ン、宇部マテ リアル)を用い、流

動性の評価は、スランプ試験(JISAll01に準拠)で、行っ

た。

3 )二次汚染を防ぐ搬出方法の検討

搬出用相包容器の全表面を消毒し、汚染物を不活化す

ることを主目的とし、 当該容器の密閉性、表面形状、サ

イズ、材質を考慮した。 また、全表面消毒措置につい

て、第三者が容易に消毒消かどうか判断可能な発泡ノズ

ルI噴霧による消毒液I噴霧を検討した。また、バキューム

カーを活用した搬出方法についても検討した。

濃縮カラム法

4 )レンダリング装置からの汚染物質低減技術の開発

艶死牛はレンダリング装置の原料ホッパーより投入し

破砕されるが、その際に発生する飛沫によって装置周辺

がウイルスに濃厚汚染される可能性がある。そこで投入

口から周辺へ飛散する含水飛沫物の量及び、飛散方向につ

いて、感水試験紙を貼り付けたパネルを投入口の上部、

側面、前面に設置し、投入個体(牛)毎および全体頭数

で測定した。また、第 2巨l現地試験では飛沫物の飛散防

止策として投入口を含む破砕ユニットをブルーシートを

用いて覆うと共に、投入口上部に設置した10口ノズル

(l ~ 2 本)による車111霧および投入口側面あるいは正面

から動力噴霧器による高圧噴霧を実施し、赤外線サーモ

グラフイ ー (ThermoGEAR G30、日本アビオニクス)

によって効果を確認した。

5 )牛DNAを指標とした環境へのウイルス汚染調査手

法の開発

ウイルス等に感染した屍体をレンダリング装置で、処理

する際の二次汚染の主要な要因としてウイルスが単独、

或いは牛由来産物と結合してミストとして周辺に飛散す

ることが考えられる。そこで、ウイルスの代替として牛

由来DNAを用い、これをレンダリング装置稼働時に環

境中から測定することで汚染リスクを評価できるか否か

を検討した。飼料中のと|ニ由来タ ンパク質を測定するため

にELISA法およびPCR法が既に確立されているが、環

摘集液(PBS)を濃縮カラム(アミコンウルトラ15 50K;ミリポア)に負荷し、 200μ|になるまで遠心
(5，∞OX g) 

+ 
すコニアビーズ1勾の入ったチューブ{2m岬し替え、 PBSで総量1mllこ調整

ピピ破砕j去により破砕

m~N山ス附ヲ CTキット (手日光) でDNAを抽出

PCR 

繰り返し浪縮法

補集;直{PBS)1mlをジルコニアビーズ1.5gの入ったチューブ {2m!)1こ採取

+ 
ビーズ破砕j去により破砕

+ 遠心分離{1，000xg2分)

チューブ2本分の上清を1本にまとめる

+ 遠心分離{1，000Xg10分)

上j膏を除去をし、沈殿を1本にまとめる

+ 
mtDNAエキストラクヲーCTキット(和光)でDNAを抽出

+ 
PCR 

持i

図2. 開発した DNA濃縮法のフローシート
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境中の牛DNA検出の可否については不明である。そこ

で、飼料分析基準収載の牛由来DNAのPCR検出法2)の

適用を検討すると共に、空気中に排出される牛由来組織

を検出可能な濃度とするため、遠心分離による濃縮法、

メンプランフィルタ ーを用いた濃縮法、濃縮用カラムを

用いた方法 (濃縮カラム法)、およびDNA抽出作業中に

繰り返し濃縮をする方法(繰り返し濃縮法)の 4種の方

法を現地試験に先立ち検討した。その結果、 遠心分離に

よる濃縮法およびメンプランフィルターを用いた濃縮法

は作業効率や回収率に問題があったため、現地試験では

濃縮カラム法及び繰り返し濃縮法の 2種のいずれかの方

法で、濃縮操作を行った (図 2)。

6 )レンダ リング装置からの牛DNA拡散調査

2 回の現地試験 (2013年 2 月 1 日 ~ 3 日および 2 月 27

日)で4日問、それぞれ午前、午後の 2回、レン ダリン

グ装置稼働前 (プレ試験)及び稼働時 (本試験)に採材

を行った。なお、 2月 1日にはプレ試験のみを行った。

飛散状況等確認のため、原料ホッパーの投入口を Omと

し、投入口から16m離れた地点までの 5点 (図3、①~

⑤)で、サイクロン式エアサンプラー (Coriolisμ、パー

チン社)を用いて毎分300Lで10分間吸引し、 15ml中の

PBSにエアロゾルを捕集 した。また、同時に64cm2の円

形シャーレ 2枚を用いて10分間落下物質を採取した。レ

ンダリング装置にOHPシートを貼り付け付 着材料を拭

き取り検査材料とし (図3、⑥~⑮)、PCRj去により測

定した。さらにパーティクルカウンタ ー (KR-12A、リ

ヨン社)によりエアロゾル濃度を測定した。

3 研究項目 2:焼却施設における生成物の焼却方法の

確立のための技術開発

レンダリング生成物の焼却は宮崎県内のE一般廃棄物

焼却施設で行ーった。当施設は、燃焼方式としてピ ット投

入、マルチン逆送式ス トーカ炉方式を採用しており、処

理能力は193t/日x3基で、 常時2基の稼働を行って

いる。焼却にあたっては、種々の密閉容器によって搬入

された固化剤を含ま ない生成物を焼却炉投入口から投入

し、投入方法についての安全性・操作性について評価し

た。また、燃焼時の炉内温度 ・焼却ガスの硲認を行うこ

とで、焼却状況を確認 した。

結果及び考察

1. 移動レンダリング装置稼働状況

艶死牛投入 ・破砕開始から生成物排出ま での滞留時間

は約20分で殺菌温度は800C以上であり、排出直後の生成

物温度 は65.6~88.5OCであ った。 口蹄疫 ウイルスは

610C、30秒でその90%が不活化される 4)ことから、 本装

置によるウイルスの殺滅効果は十分にあると判断され

た。

@ 

建物

A 原料ホッパー&破砕ユニット
B 殺菌ユニット
E 排出書ンク
ロ材料銀出口

込み仁コ

図 3. レンダリング生成物拡散調査サンプリング実施場所

①投入口、②投入口より 2m、③投入口より 8m、①排出口、 ⑤投入口よ り16m、⑤ホッパー内、 ⑦ホッパー下、

③殺菌ーユニ ッ ト 入り口部側而、 @殺菌ユニ ッ ト 中央部側而、 ⑩釧 l品 タ ンク illlJ 問、 A- D ・ [~[ 1と説明同線
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2.研究項目 1・農場近隣から二次汚染を回避して搬出

する方法の開発

1 )搬出容器の評価

大型焼却施設向けには、折り 畳み式のプラスチック製

コンテナーに液体輸送専用大型ビニール袋を二重に装着

し、処理物充填後に袋の口を閉じた後、フォ ークリフト

のつめを底部に挿入して搬送する方法が最も容易で効率

的であった。中小規模施設向けには、医療廃棄物輸送用

20L容器が確実であったが、使用する容器数が多く作業

の効率化が課題として残された。

2)搬出容器への移し替え方法の検討

レンダリング生成物は、投入前重量の90%程度が保持

され、生成物の70%程度が液体成分である ことから、運

搬にあたっての固化の有用性が硲認された。スランプフ

ロー比 (供試材料のスランプフ ロー (長径+短径)/ス

ランプ試験器の直径の 2倍)は高分子ポリマーを重量比

で4%以上混合すると 1.6以下となり流動性が抑制さ

れ、生石灰セメントハイブリ ッドでは混合割合が20%で

1.0となり完全に流動性がなくなることが明らかとなっ

た(図 4)。生石灰セメントハイブリッドは安価IIである

ものの、混合時は発熱によって混度が1000Cに達し作業

に注意を要すること、生石灰との混合物はpHが10以上

のアルカ リ性となるため、焼却場によ っては処分できな

い場合や中和が必要な場合があることから、使用にあ

たっては高分子ポリマーの混合がより適していると考え

られた。

3)二次汚染を防ぐ搬出方法の検討

1 )において搬出容器として大型焼却施設向けに有用

とされた折り 畳み式のプラスチック製コンテナーおよび

中小規模施設向けに有用とされた医療廃棄物輸送用20L

容器を用いて、発抱消毒液としてアンテックピルコンS

(500倍希釈)に発泡剤 (アルファフォーム;200倍希釈)

を混和したものをl噴霧し、その効果を検討ーした。

折り畳み式のプラスチック製コンテナーは、 表面の凹

3.0 wl 3.0 • 
まま 2.5

liiI 
まま 2.5 

占2.0 ロ2.0 • 『、 E量
『、

~ 1.5 liiI 
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図4. レンダリング生成物の固化に用いた固化剤の混合

割合とスランプフロー比

凸が顕著であったが、発泡消毒を行うと消毒完了箇所を

目視で容易に確認でき、全表面に満遍なく消毒剤が行き

i度っていることが確認できた。医療廃棄物輸送用20L容

器は、各容器の隙聞を空けて配列させることで、 全面消

毒が可能となった。

発泡消毒は、発泡の状態が比較的長く 持続するので、

消毒済みか否か容易に判断できるため、未消毒物の搬出

あるいは重複消毒の無駄を避けることができた。また、

消毒液が長く表面に滞留するため、ウイルスの不活化の

観点からも効果的である。従って発泡消毒は搬出容器を

制限区域外に搬出する際に、 二次汚染のリスクを抑える

方法として有用であると考えられた。一方、発泡剤混和

による消毒効果への影響についての評価は未実施である

ことから、野外への応用にあたっては今後検討する必要

がある。

搬出容器を用いた搬出は、搬出量が少ない場合には有

効であるが、大量の生成物を搬出しなければならない場

合には作業が煩雑で、多人数の作業者を必要とする等の問

題がある。そこで、第 2回現地試験でバキュームカーを

用いたレンダリング生成物の搬出方法を検討した。試験

ではレンダリング装置の殺菌ユニットから排出タンクに

繋がるホースを直接バキュームカーのタンク上部の洗浄

口に連結し、生成物を直接投入した(図 5)。本法は生

成物投入時の汚染度が低く、また、作業工程が簡素化さ

れ、作業効率が高まることを確認した。バキュームカー

は密閉搬送が可能なこと、車体全体の消毒が可能なこと

から制限区域外への移送に適していると考えられるが、

焼却施設の受入可能容量を超過した場合の生成物の保管

方法については今後検討しなければならない。また、生

成物は排出直後は高温 (65.6-88.5
0

C)であることから

ホースやパッキングの耐熱性に配慮が必要であると考え

られた。

図5. バキュームカーを用いたレンダリング生成物

の投入
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4) レンダリング装置からの汚染物質の飛散状況の確認

と低減策

第 l回現地試験において、牛 6頭(総計2，500kg) を

計36分間で破砕した。感水試験紙を用いて測定した結

果、水分含有飛散物が原料ホッパーの投入口前面では、

2.0873m
2 

(前面の総面積の86.97%)、上部では、0.0005m2

(0.01 %)、両側面では、 0.0007m
2

(0.16%)であった(表

1 )。また、飛散水分含有粒子平均サイズは、前面が

7.19mm
2
、上部が0.26mm

2
、側面が1.81mm

2
であり、前

面からの飛散物が最も大きかった(表 1)。

飛散物低減のため投入口上部からの10口ノズルによる

細霧噴霧を行い、赤外線サーモグラフイーによって効果

を確認した結果、細霧は投入口全面に行き渡っているこ

とが確認され(成績略)、エアロゾルの低減効果が期待

された。また第 l回現地試験において、レンダリング時

に原料ホッパー付近に肉片等が飛び散る場合があった

が、原料ホッパーを建屋で覆う改良により肉片の飛散が

防止された。

5) レンダリング装置からの牛DNAの拡散調査

牛DNAはエアサンプラ一、シャーレおよびOHPシー

トの拭取り検査法の全てで回収され、屍体(牛)由来産

物は装置に付着するほか投入口から離れた地点 (16m)

でも検出されることが示された(表2)。また、レンダ

リング装置の稼働により 16m離れた地点に設置したパー

ティクルカウンターでも 5μm以上のエアロゾルの増加

が確認された。一方、建屋による原料ホッパーの被覆や

投入口への噴霧により、エアロゾルが減少することか

ら、これらの対策は一定の効果があることが示唆され

た。(図 6)。

調査に用いたPCR法は、試験当日では装置稼働に

f半って採取地点でのDNA陽性率が増加する傾向にある

こと、レンダリング装置稼働前日(2月1日)のプレ試

験ではエアーサンプラー採取材料、シャーレ採取サンプ

ル共に牛DNA陰性であつことから汚染調査法として有

表1.投入口からの飛沫物の飛散

6頭 (2，500kg)、36分間処理後の飛沫物数および面積
測定部別

粒子サイズ (mm') 飛i末物面積 (mm2
)

飛沫物推定面積
粒子数

[面積比(%)J (m2
) 

測定部 ¥ average Min Max 

上部 (4.5m2
) 186 0.26 0.02 18.18 48.47 [0.01 %J 0.0005 

側面 (0.45m2
) 133 1.81 0.02 218.91 240.95 [0.16%J 0.0007 

前面 (2.4m2
) 40052 7.19 0.02 36269.60 288.l63.98 [86.97%J 2.0873 

表 2. レンダリング装置周辺からの牛DNA回収結果

2月1日 2月2日 2月3日 2月27日(飛散対策済み)

稼働前日 1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目

プレ試験プレ誌験本試験プレ試験本試験プレ試験本試験プレ試験本試験プレ試験本試験プレ試験本試験

① 

② 
+ + NT NT NT ー + + + ++ ++ 

A ③ 
④ 

⑤ 

① 

② 

B ③ 

④ 

⑤ 

+ 

+ 

⑥ NT NT + NT NT 
⑦ NT ー +ー+

+ 

③ NT - + 
⑨ NT + + +ー+ +λ  
⑩ NT - - -l-十 一一+ ++ + 

+十一+
+ 

++ 
+ 

プレ試験;レンダリング装置稼働前、本試験;レンダリング装置稼働時、ー不検出、+濃締法で抽出したDNA原液で検出、

++原液の10倍希釈液でも検出、 NT;~実験せず、サンプリング方法 ;A: エアサンプラー採取試料(カラム濃縮法使用)、 B:
シャーレ採取サンプル(繰り返し濃縮法使用)、 C:拭き取りサンプル(繰り返し濃縮法使用)、①~⑩;図 3に示されたサンプリ
ング実施場所
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辺から回収されたことから、実際の稼働にあたっては更 assessment of the risks facing New Zealand. New 

なる対応措置が必要と考えられた。 ZealandVeterinary J ournal. 50. 46-55. 

5 )車載式感染獣畜レンダリング処理装置(南国興産株

2.一般焼却施設における投入法の確立 式会社、 2012年11月12日、特許出願2012217629)

マルチン逆送式ストーカ炉方式の焼却炉をもっE施設

で、投入試験を行った結果、折り畳み式プラスチック製コ

ンテナーに入れた生成物を回転式フォークリフトを用い

てビニール袋ごと投入する方法が安全かっ効率的で、あっ

た。生成物は一般ゴミとの混合比15.6-17.5%で時間あ

たり約1.4t処理され、完全に燃焼された。生成物の燃焼

は炉内温度・焼却ガスに影響を及ぼさないことが示され

た。

本研究は平成24年度農林水産省「新たな農林水産政策

を推進する実用技術開発事業」における「緊急研究;口

蹄疫等の防疫における移動式レンダリング装置活用のた

めの技術開発 (24032)Jの成果を取りまとめたものであ

る。
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口蹄疫発生時には、ウイルスの拡散を最小限にするた

め擢患畜は発生現場で処分される必要がある。このため

現場で屍体を破砕、滅菌、排出・貯蔵することが可能

な、新たに開発された現場設置型レンダリング装置を用

いてその安全性の評価を行った。本研究では装置稼働時

とレンダリング生成物の焼却場への運搬の際に、口蹄疫

ウイルスに汚染された可能性がある屍体由来産物が周辺

に飛散するかどうかを評価した。また滅菌処理した破砕

屍体が焼却場で、効果的に焼却出来るか否かについても評

価した。その結果、屍体の破砕時に破砕ユニットをカー

テンで被覆し、水の噴霧を行うことで屍体由来産物の飛

散を最小限にすることが出来た。また、レンダリング生

成物の焼却場への搬送は、内側にビニール袋を装着した

折り畳み式プラスチック製コンテナー或いはバキューム

カーを用いた方法が安全かつ効率的であった。レンダリ

ング生成物は一般ゴミとの混合比15.5-17.5%では、燃

焼炉の燃焼・排出ガス温度及び二酸化炭素排推量は正常

の運転時と変わらず、炉の性能に影響を及ぼさないこと

が示された。

キーワード:レンダリング装置、口蹄疫、防疫、移動
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