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韓国由来の H5N8亜型強 鳥インフルエンザ

小野

「韓国由来の強毒轟 AIウイルスの銭入拡散を

熊本の…農場だけで防いでくれて有難う！ J 

今年園内で発生した烏インフルヱンザ（AI)に対

する熊本県の初動は泰平く，見事である！

葉を贈りたい。以下はその時の発表文である。

平成 26年 4月 1313，熊本県は，球磨郡多良木町

（ブロイラ一種）で飼養されている

ついて，魚インフルエンザの疑似患音である事を確

認し，発表した。また，当該農場の餌養管理者は，

J.llj農場（相良村）の管理も行っていた為， 'c13該農場

も疑似患潜の発生農場と判定しました。

本県においては， 「熊本県鳥インフルエンザ防疫

対策本部j を設置し，速やかに防疫体制を構築しま

した。

というものである。

それにしても，この熊本県知事である務島郁夫氏

の決断力に脱帽である。調べてみるとこの知事の経

日本では具視といえるのではないだろうか。

高校卒後，大学に行カミず6年の農弱職員を経て， 24

歳の時，農業研修で渡米，そのまま居残りネプラス

カ大学農学部で資産学を修める。その後，大学院修

さらに，ハーバード大学政治経済学の博

士課程をわずか3年9カ月で終了した。高卒農協！隊

員から，東大法学部教授に 50歳で就任し，現在は

2期践である。

斎産に明るいという経暖以外にも、その早い決断

の理由の 1っとして，平成 22年に宮崎県で発生し

た口蹄疫の経験が挙げられる。発生後すぐに対策本

となって指揮を執った。この教訓があっ

今回の AI発生に迅速な対応と対策が可能となり，

熊本だけでなく，九州さらにはお本各地へのまん延

を阻止する事ができたといっても過言ではない。

熊本県の 対応について

それでは熊本県の対j；むを具体的に時系列に主主べ

て見てみよう。

ヲ該医術（Yoshitaka Ono) 

隆ネ

4月 12良（土曜臼）

15時 30分，熊本県の城南家禽保健衛生所に，飼

主から， 「球磨郡の家禽会S棟のうち， 1練で

の死亡数の増加Jが通報

18待 50分：現地調交の為，立入検査の実施

21持 30分：農林水産部内で「熊本県潟インフル

エンザ緊急防疫対策準備会議j 開催

22 n寺30分・紡疫対策に係る準備・

22時45分：城南家畜保健衛生所の烏インフルエン

ザ簡易検査で，鶏 103J3Jのうち6羽に務性反応！

4月 1313 （日曜日）

4 n寺10分：殺処分などを支援する為，県庁から

県職員の第 1陣 96人が多良木町に出発、

7 fl寺10分：殺処分などを支援する為，県庁から

2棒 96入が多良木町に出発、

8時00分：県中央家畜保健衛生所のPCR検査で，

2 3J3Jが H5裂競性と判明： fインフルエンザ

疑凱患憲確定！ J 

1回熊本県鳥インフルエンザ防疫

開催で，諸島知事の割示

10 H寺00分：！！誌の婆詰を受け，県建設協会が掘削

作業を開始

10 時 30分： て， j話インブノレ

エンザの防疫作業に若手、

12持 30分：ーか所自の消毒ポイント運用関始

14時 00分：浦島知事が，農水省ノj、虫政務官と

談，感染拡大組止に向

19時 00分：消毒ポイント 11

4月 14日（月曜日）

3時 50分：相良村農場の全 56,000鳴の殺処分

終了

6時 00分：知事の派遣婆請を受け，路上自

約 170人が到着し，作業開始（9持）

15 fl寺30分・ f第 2回熊本県鳥インブルエ

防疫対策本部会議j 鰐催

19時 20分：多良木町農場の全 56.000 3J3Jの殺処分

0369-5247 /14/¥500/! ~議文／JCOPY
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4月 15日（火曜日）

10 時00分：殺処分した鶏の埋却地投入終了

15時00分：県議会農林水産常任委員会現地調査

（消毒ポイント，球磨振興局）

17時00分：独立行政法人：動物衛生研究所の PCR

解析の結果，高病原性烏インフルエンザを確認

（患畜確定）

19時00分：多良木町農場の防疫措霞完了

4月 16日（水曜日）

7時30分：相良村農場の訪疫措置完了

AI発生農場等の飼料・排池物を含むすべての

埋没終了

8時35分：自衛隊撤収

16時00分 「第三回熊本県鳥インフルエンザ防

疫対策本部本部会議j 開催

5月 813 （木曜日）

0持00分：周辺 3キロメートノレのニワトリや界の

移動制限が解除

9時00分：訪疫対策本部会議を開き，？日？島郁夫矢口

。知事は「今後は制限区域に

あった養鶏農家への融資など経営支援と風評

；被害の防止に全力を尽くすjと表明。娠は制限

区域内の約 20戸の養鶏農家などに助成金をと出す

7122万円の緊急、総合対策を打ち出した。発

生農家は審査を経て罰が被容の全額を補償する

まさに「見事であるjの一言に尽きる。あわせて

日本国内の強毒AI感染阻止の防疫の為に， 24時間

体制で鶏の緊急、殺処分に係わった関係者の県職員

と自衛隊隊員たちに，感謝の意告と表したい。

もうひとつ，讃えたいものがある。それは3年前

の宮崎県での AI流行を受けて改正された家斎伝染

病予防法である。伝染病で家資を処分した畜産農家

に対し，従来は損失額の 8訴しか手当金が支払われ

なかったが，法改正で満額補償となった。これが畜

産農家の早期通報を促し，迅速な初動対応を可能に

した。前回は 2～3日おきに別の養鶏場で相次いで

感染が発覚したが，今回は新たな感染報告はなく，

封じ込めが成功したと忠、われる。

A Iの侵入は本当に渡り鳥か？

幸いにも，原稿を書いている現在札熊本来多良

木町のブロイラ一種養鶏場の単発発生（飼育者が間

じ松良村農場は疑似患議）だけで，他の高病原’i笠

AIの発生は然さそうである。

ただ，油断は禁物だ。折しも「4月は渡り鳥が大

移動する持期。飛来場所次第で感染が拡大する可能

性もあるJと京都産業大学・鳥インフルエンザ研究

センターの大槻公一教授がおっしゃっている。

英文のインターネット ProMedでは，野ガモの

(Baikal Teals：日本の和名はトモエガモ）から AI

ウイルスが検出されたと報道されたが，それは韓屈

の野鳥検査の結果であり，お本の野鳥検査で越冬ト

モエプj、そから AIウイルスが検出された訳ではない。

あまり耳慣れないトモエガモについて「日本野鳥

の会jをインターネットで検索して見ると，トモエ

ガモは櫨東アジアにのみ分布する水面採食性の小

型のカモ類で，ロシア極東部で繁殖し，韓国，岡本，

ヰl医！南西部などで越冬する。 20 J:l:I：紀中頃に著しく

減少したが， 1990年代から囲復しつつあり，現在

の推定総錨体数は 50万羽とされている。その大部

分は韓国西部から南西部にかけての数か所の湿地

において，数万から数十万~~の大群を作って磁冬する。

岡本での越冬数は微増額向にあるものの韓国の

個体数と比較するとかなり少なく，環境省のレッド

リストでは絶滅危悦II類（VU）となっている。国

内では西B本に多く飛来するが，まとまった個体数

の群れで飛来する湿地は少ない。石川県加賀市の片

野鴨池は，多い年にはお本で記録されるトモエガそ

の半数以上が飛来する田内最大級の結冬地で，例年

1000羽から 3000~~が飛来する。この事から，片野

l鴨池において採食環境に関する調交やその結果を

用いた環境管理など，トモエガモの保全事業が進め

られており，その一環として地上潟竜波発信器をも

ちいて追跡し，隠食地の推定を行っている。

さらに加賀市と日本野鳥の会は， 2012年 l月より，

トモエガモの園内最大の越冬地・片野鴨池で捕獲し

た個体に衛星用発信機を装殺し追跡する主主で，陪種

がや固とロシアの国境，アムールJ11流域を経由し，

北機関に弾達するまでのノレートを解明した（日本野

鳥の会： 2012年 09, 07のプレス・リリースより。

さて，韓国で検査された 427件の内，ウイルスi湯

性検体検出は 16地域， 36検体トモエガそが 10件鵠

性，マガモ 5件，ヒシクイ 4件，カルガモ 2件，コ

ガモ 2件，マガン2件，オオハクチョウ l件，ダイ

サギ 1件，カイツブリ 1件，オオパン 1件である。
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韓関では，野外アヒノレ農場は簡単なフェンスで遮

られているだけで飼育されていて，エサ場などには，

野鳥は入り放題である。また，糞尿も流し放顕であ

るから，それらが流れる湿地に生息しているカモ類

は，さらなる感染源になり易い。だから，朝鮮半島

西部地域はほとんどすべての地域が， AIウイルス

の汚染済み地域でかなり蔓延している状態である

と考えられる。

日本ではトモエガモの越冬飛来数が極端に

少なく，前述のように絶滅危倶豆類に分類されてい

る。野生のトモエガモの個体自体が少ないうえに，

もともと九州ではあまり見かけない（九州地！互にお

ける生存数は『？』である）し，さらには今回の熊

本県多良木町ゐ周辺は山際部であり，このカモ類が好

む湿地帯は然い！

つまり，今回の熊本多良木町の場合は打、モエガ

そなどの野鳥が持ち込んだ』のではなく，韓国から

九州地区に夜接， J31Jの要因で持ち込まれたのではな

し、かと考えている。

先の民主党政権下で日本経済が弱体化して九州

地冨のゴ、ルフ場は倒産廃業に追い込まれ，かなりの

ゴルフ場数が，韓国資本に安｛阪で翼収されたとしづ。

毎週末，韓国から空路でゴノレフ関係者が，熊本空港，

宮時空港，鹿児島空港を経て入国している。しかし

AI感染で猛威を振るう斡居からの入国者専用の

ゲートに消毒用マットが常時設謹されていると

う話｛玄関かない。ノト生が作Jを言わんとしているか，

していただけるであろうか。

日本での AI報道姿勢！こ喝！

ットが設置されない原自のひとつ

として，日本のマスコミにおける報道の在り方が挙

げられる。米国で長年獣医公衆衛生学に弱係した獣

医師である小生は，発生すれば，養鶏関係者に壊滅

的な損害を与える日本園内での高病原性 AI報道姿

小企三は大変疑問を持っている。

それは今回の主要感染元とされる韓国では，今年

2014年 1月半ばから，全羅北道扶安部の肉用あひる

農家に高病原性 H5N8鳥インフルエンザの発生が

され，さらに拡大中であったにもかかわらず，

B本経済新開が 1月 27日になって f韓国の烏イン

フル感染，全国に拡大の様相Jと小さく報道しただ

けであった。

韓国の鳥インフル感染，会顕に拡大の様相

2014/1/27 20:54（日本経済新開より）

［ソウルz共開］韓医で，毒性の強い高病原性烏

インフルエンザウイルス（H5N8型）の家禽（かさ

ん）や渡り鳥への感染が疑われる地域が全国に拡大

している。今週土手ばからは！日正月の連休に伴う帰省

が始まる為，人や車を介したウイルス拡散に拍主主が

掛かる事を愛媛：する声が出ている。

1月 16sから韓国南西部全羅北道のアとノレ農場

や貯水池で、散発的に向型ウイルスに感染した鳥が

見つかり，韓国政府は他の地域への拡散を紡ぐ為 19

日に畜産業従事者や家禽類の移動禁止命令を発令。

20おに拡散は落ち着いてきたと判断し解除した。し

かし 25日以降，ソウル近郊の京畿道築城で、渡り

のふんから向型ウイルスが検出され，朝鮮半島最南

端に近い全羅南道海南でも農場のアヒノレの感染が

されるなど拡大した恐れが強まった。当局は 27

日朝までに 43 農場のアヒルなど約 64 万 4 ヂ~~を殺

処分し，同日京畿道と中部の忠清道地域で蜜産業従

らの移動を禁じた。南東部釜山など各地で感染

が疑われる事例の報告が稲次ぎ，拡大臣止に失敗し

たとの見方が出ている。 1月初日からは連休で帰

省ラッシュが始まる。ウイルスに感染した鳥のふん

などを踏んだ靴やタイヤで人々が動き回る事態も

予想、され，当局は感染確認、地域の農場などに近づか

ないよう求めている。

とある。特に肉用アヒルは，高麗病原性鳥 AI

に感染しても耐性が強く 鶏ブ、ロイラーの様に死亡

せず，大量のウイノレスを含んだ棄を野外銅予言環境に

撒き散らす。フェンスだけの区切りでは，野鳥がア

ヒノレ飼育環境に入りこみ易く，感染ウイノレスを屋外

き散らす！さらに食用アヒルは大きく

なると，崖内銅育はできず，囲い込みだけの屋外

オーブン餌育になり，「バイヌトセキュリティーjが，

屋内ケージ飼脊と比較すると，どうしてもおろそか

になり易い。そして，これまでにいくつも見てきた

ように一度何か感染が起きると，韓罰では取り返し

がつかない事態にいつも発展するのは周知の事案。

4年前2010年3月に発生した宮崎の口蹄疫をよく

患い出していただきたし、！日本での牛！ほの殺処分

数は，約 29万頭で済んだ、が，韓国では牛膝あわせ

て，｛可と驚くことに 335万頭も処分したのであ

る！！日本の約 12倍にものぼる頭数である。
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あの時も 0型口蹄疫ウイルスは，どこからきたのか

といえば，ズパリ f韓民！ Jである。韓国の口蹄疫

は，宮崎県のウイルスとほぼ同ーと， 2011年 I月に

なってようやく公表された。

韓詔政府当局はさ当初，今回のロ騎疫発生初期にウ

イノレスが東南アジア地域から流入したと推定する

という見解を明らかにしていた。同様に当時農林水

産省の検証委員会は中関報告書で，アジア地域の口

蹄疫発生毘から臼本に流入したとみられると推定

した。しかし感染ルートを特定する事はできなかっ

たが，白本の農林水産省「が韓国政府の分析結果，「韓

i請で大流行している口蹄疫ウイルスの遺伝子配列

の 99%以上が宮崎の口蹄疫ウイルスの遺信子配列

と一致するj と明らかにしたと伝えた。

そこでら農林水政省は韓国からの口蹄疫流入を遮

i析する為，空港と港湾などに対する検疫を強化する

した。宮崎空港は空港建物出入口と国際線搭乗

通路に農家で使う治毒照マットを敷き，韓国語と英

語など4カ閑語で、協力を要請する看板を立てた。福

岡市の博多滋国際ターミナノレは釜山から到着した

扶速船から降りる乗客らの執を消毒する為のマッ

トを常設する事にしたはずで‘ある。

たった数年前の大事件も、もう fのど元過ぎればJ

の状況になってしまった。玄関口に消毒マット

くなどの防疫対策を行うことは，口蹄疫も AIも同

じであろう。しかしながら日本のマスコミが報道し

ないことには，飛行機や船舶といった輸送機関も対

策のたてようもない。予算が余っているなら 365s 
1南ずっと韓国から国内へ入るものは全て消毒とい

うのが理想だが、し、かに常在留とはいえ発生してい

ない期間くらいは治議マットの使用をやめてもい

いだろう。が、ひとたび韓関で、感染のニュースが

流れたII寺は，緊急地震速報並にテロップを流すべき

それは何カ月後かにそのウイルスが必ず日本へ

押し寄せてくるからだ。発生直後から消毒マットを

くといった対策を始めれば，今後、相当数の韓国

由来の感染症を防げるのではないだろうか。

だいぶ話がそれてきたので、今回の AIに戻そう。

実際に l月 27sの日経新聞が短く報道したその

後でも，韓国の AI感染は更に広範囲に拡大，

行政区域の京畿道，忠清街道，忠清北道，

と韓罰の商側全地域の行政区域

で大発生している。

韓国農林資産部の 3月初日までの殺処分数は，

ピックリ驚く「1,186万4千羽（熊本県の殺処分羽数

が11万2千羽なので約 106倍ーもの数）J。さらには，

3月初日の時点で，これから殺処分予定の家禽がま

だ 12万 4千羽が生存。館育環境にウイノレスをばら

撒き続けているとしづ。イン夕一ネツトの公衆f章？生

サイト Pr

WAHID （羽Iorld Animal H巴althI註fo口nationDatab註s巴）

によると， 4月21s，韓国忠清北道鎮）1 I郡のアヒル

農家でも， AIウイルスに感染したアヒル700羽が，

ti誌発淘汰されたと報じている。

熊本は初発の 4月 12日から 5月 8日までの約 1

か月で終息したけれど，韓E誌は 1）ヲのニュースに始

まり， 5Jlでも現在進行形のパンデミック状態であ

る。まだまだ、危機は去っていないのである。渡り

が涼到などではなく韓罰からの感染ノレートは365日

つながったままである以上，韓国で発生した AIの

情報は逐一報道すべきであるのに，日本の報道各社

はまったく報道しない。

それと最後にもう一つ。日本の公共放送： NHK

は4Jl 22日になり，ようやく H5N8と報道した。

動物衛生研究所（茨城県つくば市）は 2213，多

良＊町の養鶏場で、死んだ、鶏から分離されたH5N8

の潟病原性烏インフルエンザウイルスが，現夜「韓

国で流行している向型ウイルスと 99%以上一致し

たj と発表ーした。伺研究所：は f二つのウイノレスは，

ウイルスと言っていいJとしている。

同研究所は，最事！？の PCR解析装置を使ってウイ

ルスの遺伝子配列を 99・96%解読した。インフルエ

ンザウイノレスの濯伝子は8本のりボ絞酸（RNA）で

構成されているが，多良木のウイルスは4本が 2010

中間で確認された H5N8型，残り 4本が 2011

年に両国で確認された H5N2型とそれぞれ 97%以

「韓国の H5N8型と同様の組み合わせだ、っ

たJ。この組み合わせのウイルスは中国では線認さ

れていない為，農林水産省は f韓国から侵入した可

能性が高まった！ Jとしている。人への感染と

する遺伝子変異は見つからなかったとし、う。

99%以上一致しているのにまだ「二つのウイルス

は，ほ；玄関ーウイノレスと言っていしリとか「韓留か

ら侵入した可能性が高まった！ Jという表現は何な

のだろうか。入と動物の命のll#lわるところに政治的

配慮は無用にしてもらいたいものだ。
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