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豚コレラの疫学調査に係る中間とりまとめ 

 

令 和 元 年 ８ 月 ８ 日 

農 林 水 産 省 

拡大豚コレラ疫学調査チーム 

 

１ はじめに 

 

2018年９月、岐阜県岐阜市の養豚農家において、我が国で 26年ぶりに豚コレラ

が発生した。その後、12 月には同県の美濃加茂市、関市及び可児市、2019 年１月

には各務原市の養豚農家及びイノシシ飼養施設で発生し、２月には愛知県の豊田市

や田原市の養豚農家でも発生が確認された。その後も両県において発生が継続して

おり、更に 2019年７月には、三重県、福井県の養豚農家で発生し、2019年７月 31

日までに計 34例の発生が確認されている。 

 

また、今般の豚コレラの流行では、野生イノシシでの感染も確認されている。

2018 年９月９日に岐阜市の養豚農家で１例目の発生が確認された後、９月 14 日、

当該農場から 7.4km 離れた用水路で発見された死亡野生イノシシが豚コレラウイ

ルス（以下、「CSFV」という。）に感染していることが確認された。その後も、野生

イノシシでの感染確認地域は拡大傾向にあり、2019年７月 31日までに岐阜県では

780頭、愛知県では 59頭、三重県４頭、福井県７頭、長野県 27頭、富山県１頭で

感染が確認されている。 

 

農林水産省では、豚コレラの発生直後に、科学的な分析・評価により感染経路の

究明等を行うため、ウイルス学、疫学、野生動物等の専門家で構成される「拡大豚

コレラ疫学調査チーム」を設置し、今般の発生及び感染拡大の要因についての情報

の収集・分析を進めてきた。 

 

本中間取りまとめでは、拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会において、これまで

に検討された 28 例目の発生事例までの検討結果を詳しく記載するとともに、検討

結果を踏まえ、防疫措置等についての提言を行った。 

 

なお、依然として発生は終息しておらず、29 例目以降の疫学調査については継

続中であること、今後も新たな情報や科学的知見が得られる見込みであることから、

本中間取りまとめの内容については、今後も見直すこととする。 
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２ 発生の概要 

 

（１）海外での発生状況 

 

ア アジア地域での発生状況 

アジア地域では、多くの国で継続して豚コレラの発生が認められている。 

東アジア地域においては、近年では中国では毎年約 20件程度、ロシアでは毎

年数件の発生が国際獣疫事務局（以下「OIE」という。）に報告されている。韓

国では 2016年に２件発生が報告された。モンゴルでは 2015年、北朝鮮では 2009

年、台湾及び香港では 2005年の最終発生以降、発生報告はない。 

その他のアジア地域において、2015年以降 OIEに発生が報告されている国は、

ブータン、カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、ミャンマー、ネパー

ル、フィリピン、タイ、東ティモール、ベトナムである。 

 

イ その他地域での発生状況 

北米地域、オーストラリア及びニュージーランド、北欧地域を除いて中南米、

欧州をはじめとした多くの国で発生が報告されている（図１）。 

欧州では、近年の発生は少ないが、ウクライナ、ラトビアで 2015年、リトア

ニアで 2011 年、ドイツ、ブルガリア、クロアチア、ハンガリーで 2009 年、ル

ーマニア、スロバキアで 2008 年、フランス、ボスニアヘルツェゴビナで 2007

年、アルメニア、セルビア・モンテネグロで 2006 年に最終発生が報告された。 

中南米では、ボリビア、キューバ、コロンビア、エクアドル等で、アフリカ

ではマダガスカルで継続的に発生が報告されている。南アフリカでは、2007年

まで発生が報告されている。 

OIEの清浄国ステータスは、米国、カナダ、オーストラリア、欧州諸国（ドイ

ツ、フランス、英国等）等、36か国が取得しており、アジアで清浄国ステータ

スを取得しているのは日本のみである（現在は一時停止中）。なお、豚コレラ清

浄地域を含む国としてステータスを取得している国は、ブラジル、コロンビア、

エクアドルの３か国である。 
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図１ 豚コレラの OIEステータス認定状況（2019年７月 31日時点） 

 
 

 

（２）我が国での発生状況 

 

ア 2018年９月の発生以前の発生状況 

我が国における豚コレラの発生は、1887年に米国から輸入された種豚の感染

事例が最初と考えられている。その後、1900 年代に入ると豚コレラは全国に拡

大し、我が国の養豚産業における大きな問題となった。 

1920年代からは不活化ワクチンを用いた発生予防対策が講じられたが、発生

は終息しなかった。その後、我が国で開発され、1969年に実用化された組織培

養生ワクチン（GPE-株）を用いて、全国的な清浄化対策が進められ、1980年代

には、本病の発生はほぼなくなり、1992 年の発生を最後に発生はなくなった。

その後、ワクチン接種の徹底と清浄性確認、段階的なワクチン接種中止を行う

撲滅対策が実施され、2006 年４月１日にはワクチン接種を全面的に中止し、

2007年４月１日、OIEに対し豚コレラの清浄化を宣言した。 

2014 年に OIE が豚コレラ清浄国の公式認定制度を開始したことに伴い、OIE

に対して豚コレラ清浄国の認定を申請した結果、我が国は 2015 年に豚コレラ

清浄国として認定された。 

 

イ 2018年９月の発生以降の発生状況 

2018 年９月、岐阜県岐阜市の養豚農家において、我が国で 26 年ぶりに豚コ
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レラが発生した。 

2019年７月 31日までの発生事例は大きく以下の地域での発生に区分され、 

① 岐阜県及び愛知県北部地域（瀬戸市、長久手市）では 24例 

② 愛知県豊田市地域では１例 

③ 愛知県田原市地域では６例 

④ 愛知県西尾市地域では１例 

⑤ 三重県では１例 

⑥ 福井県では１例 

の発生が確認されている（図２）。 

また、次項で触れるとおり、岐阜県及び愛知県北部地域を中心に６県（2019

年７月 31日時点）で、野生イノシシでの感染が確認されている。 

 

愛知県豊田市地域では、2019年２月６日に養豚農家での発生が１例（８例目）

確認された後、豚での発生は確認されていないが、６月５日以降は野生イノシ

シでの感染が確認されている。なお、８例目の農場からは、愛知県田原市、長

野県宮田村、岐阜県恵那市、大阪府東大阪市及び滋賀県近江八幡市の農場に豚

が出荷され、出荷豚は疑似患畜として防疫措置の対象となった。 

愛知県田原市地域でも、上述の８例目の農場からの導入豚が疑似患畜とされ、

防疫措置の対象となった。この事例を除けば、２月 13日に養豚団地で最初の発

生事例（９例目）が確認されている。その後、３月 28日にも養豚団地での発生

があった他（14例目）、３月 29日（16例目）、４月 21日（21例目）、５月 17日

（23 例目）、及び６月 12 日（26 例目）にも養豚農家での発生が確認されてい

る。なお、これまでのところ、田原地域では、野生イノシシでの感染は確認さ

れていない。 

愛知県西尾市地域では、野生イノシシでの感染は確認されていないものの、

2019年６月に養豚農家での発生が１例（28例目）確認されている。 

また、野生イノシシでの感染が確認されている三重県及び福井県では、７月

に養豚農家での発生がそれぞれ１例（32例目、34例目）確認された。 
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図２ 岐阜県及び愛知県における豚コレラ発生農場の位置 
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ウ 野生イノシシの検査について 

岐阜県では 2018年９月以降、愛知県では同年 11月以降、死亡イノシシ及

び捕獲したイノシシについて検査を実施しており、2019年７月 31日までに

岐阜県では 1,729頭中 780頭、愛知県では 731頭中 59頭で感染が確認され

ている。また、2019年６月以降、周辺他県でも感染イノシシが確認されてお

り、７月 31日までに三重県では 47頭中４頭、福井県では 39頭中７頭、長

野県では 145頭中 27頭、富山県では 11頭中１頭で感染が確認されている

（図３～14）。 

また、上記６県以外の都府県 1においても、2018年９月から 2019年７月

31日までに死亡イノシシを中心に野生イノシシ 279頭の検査を実施している

が、陽性事例は確認されていない。 

 

一方、豚コレラ発生以前の死亡イノシシの発見状況を調査したところ、岐

阜市では、2015～2017年度に、それぞれ 27頭、６頭及び７頭の死亡イノシ

シが発見されているのに対し、2018年度は８月までの時点で 23頭の死亡イ

ノシシが発見されていたことが判明した。2018年度の死亡イノシシの発見状

況について調査したところ、発見時の状況が分かった 17頭のうち、６頭が

交通事故で死亡したと考えられ、11頭については、発見時の状況などから、

交通事故で死んだとは考えにくいとの回答が得られた（図 15）。近隣の市で

実施された同様の調査では、死亡イノシシの全てについて、交通事故と考え

られるとの回答が得られていることから、岐阜市内で発見された死亡イノシ

シの一部は CSFVの感染が原因で死亡していた可能性が考えられる。 

なお、我が国では豚でのワクチン接種を全面的に中止した 2006年４月１

日以降も、野生イノシシ群の清浄性が維持されていることを確認するための

検査を実施していたが、この検査では陽性事例は確認されていなかった（表

１）。 

 

表１ 全国の野生イノシシでの豚コレラの検査の状況（2006～2017年度） 

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

検査頭数 1,298 942 1,164 1,435 1,554 970 827 411 388 261 273 389 

陽性頭数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                   
1 宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、新潟県、石川県、山梨県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山

県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐

賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の１都２府 34県。 
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図３ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2018/9/12～2019/7/31） 
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図４ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2018/9/13～2018/9/30） 
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図５ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2018/10/1～2018/10/31） 

 

 

  



- 10 - 
 

図６ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2018/11/1～2018/11/30） 
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図７ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2018/12/1～2018/12/31） 

 

 




