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総説
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Summary 

A numbe1' of viruses isolated from bats have been believed to be causative agents of the emerging infectious diseases in humans 

This idea is supported by th巴factsthat SARS coronavirus (SARS-CoV)-like CoVs have been isolated from ho1'seshoe bats and also the 

viruses isolated from pigs 01' ho1'ses infected by the Nipah virus or Hendra virus shed from fruit bats caused巴mergingdiseases in humans， 

F1'om these observations， attempts have ext巴nsivelybeen done to find the viruses from bats with newly established technology fo1' 

isolation of the unidentified gene f1'om animal tissues and specimen of infected animals， In this mini-review， we overview the importance 

of bats as natural hosts of virus巴sthat cause human em巴rgingdiseases and also describe the recent isolation of a variety of viruses日rom

bats， 

要 約

最近，新興感染症の原悶ウイルスのレゼルボアとして，

コウモリが注目されている。コウモリから直接ヒトへの感

染による新興感染症の発生は稀であるが，コウモリ由来の

ウイルスが家畜や他の野生動物に感染しそこからヒトへ

の感染が拡大し致死率の高い感染症となることは，ニパ

ウイルスやヘンドラウイルス感染症，重症急J性呼吸器症候

群 (SARS) の例に見られるように，コウモリ由来ウイル

スによる新興感染症の一つのパターンかもしれない。

連絡先:I五日文広*

日本獣医生命科学大学獣医学部感染症学教室
千180-8602 東京都武蔵野市境南町 1-7-1
Phone: 0422-31-4151 ;Fax: 0422-33-2094 
E-mail: ftaguchi@nvlu.ac.jp 

SARSコロナウイルスの起源がコウモリ由来ウイルスの可

能性が指摘されてから，コウモリからのコロナウイルス分

離に限らず未知のウイルス遺伝子の分離が盛んに行われる

様になった。また，遺伝子探索方法も飛躍的に進展し種々

のウイルス遺伝子のコウモリからの分離が報告されるよう

になった.本稿では，これらのコウモリから分離されたウ

イルスで新興感染症に関係するウイルスのみならず，新た

に分離されたウイルスに付いても言及する。

はじめに

コウモリ由来ウイルス感染症が多い理由は，コウモリ(翼

手目)は暗乳類約 5400種のうち約 1100種の 5分の lを占

めている点である。最大は智歯居であり約 2300種存在し

ており，審議自由来の新興感染症，ハンタウイルスlliIi症候

群や猿痘などがある。しかし翼手自の方が進化系統的に
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オオコウモリ科
(family Pteropodiぬe)

ヤエヤマオオコウモリ | ライルオオコウモリ
Pteropus dasymallus yayeyamae I Pteropus Iylei 

沖縄・琉涼諸島 タイ・インドシナ

関 l

表 I 代表的なコウモリ由来人獣共通感染症

ウイルス 年 ウイルス科 増幅動物 ヒトーヒト感染

SARSコロナウイルス 2003 コロナウイルス科 不明 有

メナングルウイルス 1998 ノtラミクソウイルス科 日家 主正

ニノtウイルス 1997 ノfラミクソウイルス科 )採 無

オーストラリア・ヨーロッパ

コウモリリッサウイルス
1996 ラブドウイルス科 無 無

へンドラウイルス 1994 ノTラミクソウイルス科 馬 生正

エボラウイルス 1976 フイロウイルス科 霊長類 有

マールブルグウイルス 1967 フイロウイルス科 霊長類 有

在犬病ウイルス ラブドウイルス科 主正 7民

89 

ヒトに近縁であるため，留守歯類保有のウイルスよりも翼手

目保有のウイルスがヒトに感染しやすいと考えられるO こ

れら約 1100種のコウモリが，それぞれ独自のウイルスを

保有していると考えると，その数は莫大なものとなり，ヒ

トに感染をおこして問題となったウイルスは一部であり，

あるが，島問を移動し，感染症を拡大する可能性も否定で

きない。コウモリの生態に関してはいまだ不明な点も多く

あり，今後のコウモ 1)由来感染症対策にはコウモリの生態

を知る必要があると考えている(図1)0

今後も未知のウイルスが問題となる可能性は高い。翼手目

は大翼手直目と小翼手直目に分類されていたが，現在は

Yangochiroptera :rlli呂と Yinpterochiroptera盟百が提唱されて

いるり。コウモリの最大の特徴は，鳥類と同様の飛期能力

である。コウモ 1)の飛翻能力は感染症の拡大に潤して問題

になるO 野生動物であるので国境など関係ないのは当然でL

コウモリ由来ウイルス感染症

コウモリ由来ウイルス感染症の特徴

コウモリ由来ウイルス感染症の代表例としては表 1に示

すように， SARSコロナウイルス，メナングルウイルス，

ニパウイルス，オーストラリア・ヨーロッパリッサウイル

ス，ヘンドラウイルス，エボラウイルス，マールブルグウ
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イルス，狂犬病ウイルスが挙げられる(表1)。これらの

感染疫には幾つかの特徴がある。第一に，これらすべてが

RNAウイルスである点である。 DNAウイルスと異なり

RNAウイルスは自分の遺伝子を複製するための RNA依存

貯仏ポリメラーゼを持っているが，これには遺伝子複製

の際に生じたミスを校正するためproofreading機能がない。

そのため，ウイルス遺伝子複製の際に生じたミスがそのま

ま遺伝子情報として残り，変異ウイルスが生じる。こうし

て変異したウイルスが動物種を越えて感染するようにな

る。二つ自の特酸は，多くのコウモ 1)由来新興感染症がコ

ウモリから直接ヒトへ感染するのではなく，増幅動物を経

由してヒトに感染する点である。ニパウイルスはオオコウ

モ1)から豚に感染し豚での流行中に豚からヒトに感染し

ている。ヘンドラウイルスもオオコウモリから潟に感染し，

馬での流行中に馬からヒトへ感染している O これは，コウ

モリのウイルスが直接ヒトに感染するのは難しく，コウモ

リと比較的遺伝的に近い豚や馬に感染するウイルスが変異

により生じて，これらの動物で増幅されたウイルスにとト

が大量に暴露されることにより感染するためと考えてい

る。三つ自の特徴は，コウモリ由来新興感染症の発生が最

近特に多い点である。これまで，ヒトや動物とコウモリの

接点が少なく，コウモリの持つウイルスがヒトや動物に感

染する機会が少なかった。一方，犬や猫などの伴侶動物，

牛や豚などの生産動物がもっウイルスにはヒトも感染する

機会があったと思われる。近年は，森林伐採によるコウモ

リの生息地が減少したためコウモリのヒトの時住包へ侵

入，逆に乱開発によるコウモ 1)生息地へのヒトの侵入など

により，コウモリとヒトや動物の接触が増加しこれまで

になくコウモリのもつウイルスにとトや動物が暴露される

機会が増えたためと考えている。

コウモ 1)由来の SARSコロナウイルス (SARS心oV)様

ウイルス

SARSは2002年暮れから 2003年春にかけて流行した，

野生動物由来の新興感染症工 3)で，病原性が極めて高く，

約 8000人が感染しその致死率は 10%と極めて高く， 日本

のみならず出:界を震撚させた感染症である O 幸い， 日本で

は感染者が出なかったが，台湾の感染発症者が白本閣内を

旅行し，そのことが連日大きなニュースとして報道されたO

SARSは中国広東省で発生し，対応の運れが重症患者を続

出する結果となったが，ウイルスの感染力はあまり強くな

く，患者との濃厚接触のある医療関係者や家族に感染が限

られていた4)0 SARSは中田で食用となっている楠乳動物，

ハクピシンなどからヒトに種を超えて感染したものと考え

られている。最初の感染者は，そのような動物の取扱者，

料理ー人などであり，それがヒトからヒトへと感染が繰り返

されるうちに，ウイルスの変異のため， ヒトでより高く増

殖するウイルスが選択され，最終的に極めて病原性の高い

ものとなった5)。ハクピシンから分離されるウイルスはヒ

トに殆ど病原性はなく，初期の患者が重篤になる確率も低

かった。当初はハクビシンなどの野生動物が自然宿主であ

るとも考えられていたが，キクガシラコウモリから SARS-

CoVと類似性の高いウイルスが分離されたことから6) コ

ウモリ由来の感染症である可能性が強い。その後，キクカ、、

シラコウモリ以外の数種のコウモ 1)から同様のウイルスが

見っかり 7.8) 更にコウモ 1)がレゼルボアである可能性が

強くなった。しかしながら，コウモ 1)からの感染性のウイ

ルス分離には成功しておらず，遺伝子が検出されているだ

けである。もしコウモリがレゼルボアであるとすると，

SARS-CoVは少なくとも 2剖の穂の皇室を乗り越え， ヒトの

感染症になったことになる。コウモリからハクピシンや狸

に感染しそこで増殖しそのウイルスが人に感染したと推

測される。コウモリ由来の SARS-CoV様コロナウイルス

は培養細胞では増磁出来ないが，そのスパイク (S)遺伝

子をヒト SARS心oVS遺伝子と入れ替えたキメラウイル

スは， SARふCoVの受容体である ACE2を発現する各種培

養紹胞で増殖しヒト上皮培養細胞やマウス体内で増殖す

ることが報告されているヘこのことは，コウモリ由来の

SARふCoV様コロナウイルスのS蛋白に変異が入ることに

より，種を超えi渓々な動物に感染することをしきするもの

と思われるO このような SARS-CoVtまコロナウイルスだ

けでなく， SARS-CoVとは明らかに異なるコロナウイルス

遺伝子も幾っかが，分離されているへこれらのウイルス

が他の暗乳動物に変異により感染するのかは，まだわかっ

ていない。日本土着のコウモリからのコロナウイルスが分

離されており 10) 多くのコロナウイルスがコウモリを自然

宿主とする可能性が考えられる。

日本におけるコウモリの保有するウイルスの疫学

コウモリの保有するウイルスの疫学を実施する際，コウ

モリの生態を考えなければならない。例えば，ユビナガコ

ウモリは繁殖の捺に lか所に集まって出産・育児を行う(閤

2)。妊娠コウモリは 6月頃から和歌山県白浜町にある海蝕

蹄に集まり出産・育児を行う O 成長した子コウモリたちは

8月頃ごろにその海蝕洞を離れていく O その巣立っていく

コウモリに標識をつけて行き先を調べた結果，和歌山県の

みならず，奈良県，三重県および200km離れた滋賀県，

208 km離れた福井県にまで移動していることが確認され

ている(図 2
11
))。向様のユピナガコウモリの繁殖地は，

熊本県，島根県など国内数か月Ifにしか確認されておらず¥

臼本全国のユビナガコウモリは数か所に由来することにな

り，近畿圏のユビナガコウモリの調査は，自i兵千畳敷海自!h

j河に集まるコウモリを調べるとほぼ調べられるということ

になる(オスは困難)。そこで我々は近畿圏のユピナガコ
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関2 和歌山県の海食ll?悶で出生したユビナガコウモ 1)Miniopterus fuliginosusの移動

白浜千畳敷海宣!l!?何で出生したユピナガコウモ 1)が三重県甲賀防空壕，滋賀県河内風穴，福井県鳥羽)11路道

などの近畿中からで確認されている(左図)。白浜千畳敷海蝕前のようなユピナガコウモリの繁殖地が全国

に散在している(右図)。

(徐筆，前田喜閥郎ほか，奈良教脊大学附属自然環境教育センタ一紀要 (7)，pp. 31-37， 2005-1ト30) を改変

ウモリの保有するウイルスの疫学識査をする目的で¥白浜

の海蝕洞に集まるコウモ 1)を和歌山県知事の許可を得て捕

獲し 3種類のウイルスについて調交を実施した。まず，

我々が新規に分離したウイルス，コウモリベータヘルベス

ウイルスー2(bat betaherpesvir国側2) の感染率を調査した。

このウイルスは当初，腎臓から分弱Itされたが，腎!殿， )j専)践，

肝臓， J]市からウイルス遺伝子が検出され，脳，気管，跨抗，

腸からは遺伝子が検出できなかった。これを， 50頭の粋

臓から遺伝子検出を試みた結果， 4頭 (8%)が陽性となっ

たlヘ更に，コロナウイルスの保有率を調べるため腸内容

物からコロナウイルスのコンセンサスプライマーで PCR

を実施した。その結果， 11%がウイルスを保有しているこ

とが分かつた。このコウモリ群ーからは 2種類のコロナウイ

ルスが検出されている問。加えて，コウモリは日本脳炎ウ

イルスの増幅動物であるとも考えられており， 日本脳炎ウ

イルスに対する抗体保有率を調べた結果， 33%に日本脳炎

ウイルスの感染歴があった (Shimodaet al.， manuscript in 

pr巴paration)。以上のことから，近畿全体にわたり，多く

のユビナガ、コウモリがコウモリコロナウイルスを糞便より

排出していること，ユピナフゲコウモリもまた他の動物と伺

様に独自のヘルベスウイルス 13，1引を保有していること，日

本脳炎に感染歴があることは増幅動物となりえること，な

どが示された(表 2)。 以上のことから，コウモリの繁

殖のための洞詣を調べることにより，近畿関全体の|君主性率

が判明した。最近，スペイン，ボルトカゃル， フランスのユ

ピナガコウモリが大量死して その原田がエボラウイルス

やマールブルグウイルスに似た新規のフィロウイルスであ

ることが報告されている 15)。ユビナガコウモリだけでもま

だまだ未知のウイルスが存在している。コウモ 1)の保有す

るウイルス調査には，コウモリ由来の培養細胞が必要であ

り，われわれは 5麓のコウモリ由来の培養細胞の樹立し

た則。今後もそれらを用いてウイルス分離と疫学調査を行

い，コウモリ保有のウイルスに関する情報の蓄積を行って

いく予定である。また，コウモ 1)の生態に関しては，ニパ

ウイルスの自然宿主であるライルオオコウモリ(表1)の

調査を継続しており，ライルオオコウモ 1) (図1)も 1日

で 150km以上を移動することを報告している 17.1ヘコウ

モリに関しては，絶滅危倶種が多いこと，また捕獲には都

道府県知事の許可が必ずι、要なことなどの制約も多いが，

情報の蓄積は新興感染症の発生の予測などに結び付くと信

じている。

最後に， 日本でのコウモリの調査は凄く気が楽である。

海外では，北米をはじめ多くの国のコウモリが狂犬病ウイ

ルスあるいはヨーロッパリッサウイルス，オーストラリア

リッサウイルス(表1)を保有している可能性があり，捕

獲後の取り扱いには注意を要する。
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表 2 ユピナガコウモリにおける疫学識査例

コウモリ Fペルペスウイルスー2の遺伝子 日本脳炎ウイルスに対する抗体保有率

検出率(粋臓血清)

NestedPCR 

検査頭数 50 

陽性頭数(%) 4 (8%) 

Watanabe， S. et al.， Emerg lnfect Dis.， 16 (6) : 

986-8，2010. 

コウモリコロナウイルスの遺伝子検出率

(腸内容物)

Nest巴dPCR

検査頭数 45 

陽性頭数(%) 5 (11%) 

Shirato， K. et al.， Virus Genes (ln press) 

ウイルスの網羅的検出法によるコウモリから

薪規ウイルスの検出

ウイルスの鰐羅的検出法の概要

近年，次世代型シークエンサーの開発と普及により動物・

植物・昆虫などの全ゲノム塩基配列が決定されつつある。

また，次世代型シークエンサーを用いることにより，今ま

で宿主ゲノムの膨大な塩基量に妨げられて見えていなかっ

た新しいウイルスも発見されるようになった。すなわち，

この技術革新は原因不明の疾患動物の組織に含まれる膨大

な遺伝子の中からウイルス遺怯子を拾い上げることを可能

にしたのである。しかしその一方でウイルスを培養細胞

で分離し実験動物を使って病原性を再現するという今ま

でウイルス研究者がおこなってきたコッホの 4原則を踏ま

えた研究も重要で、ある。

私たちは 2006年からウイルスを縞羅的に解析する方法

として RDV法 (RapidDetennination system of Vira1 RNAI 

DNA sequences) を開発し， 2007年に論文発表して以来，

12の新規・稀少ウイルスを発表してきた19.20.21)。そのころ

次世代型シークエンサーは販売されていたが日本でも数か

所の施設が所有しているだけであった。 RDV法は， (1) 

ウイルス分離の重要性から培養上清を探索の対象とし， (2) 

PCRを実施できる研究室で稼働でき， (3)短期間で新し

いウイルスの遺伝子配列を解析できることを念頭において

開発した。その結果，ウイルス分離後の培養上清からわず

か2日間で，特別な機器を必要とせず， 1検体あたり数万

円で実施できるシステムを作り上げた。

ウイルス中和試験

検査頭数 45 

陽性頭数(%) 15 (33%) 

Shimoda， H. et al. (Manuscript in preparation) 

コウモリの新しいウイルスの発見

前述のようにコウモ 1)は人獣共通伝染病の原因ウイルス

を数多く保有しているので，コウモリの保有する未知のウ

イルスを明らかにしておくことは，今後出現してくる新興

ウイルスに対する対策の一助となる。そこで，コウモリか

らの新ー規ウイルスの分離を行なったので¥以下に紹介した

し、。

新規アデノウイルス

ヤエヤマオオコウモリ(国1)の牌臓から初代培養細抱

を樹立する擦に，ウイルスによると考えられる細胞傷害

(CPE)が観察されたので， RDV法を用いて解析をおこなっ

たところ，ウシやイヌのアデノウイルスに近縁の遺伝子配

列を得た同)。さらに解析を進めた結果， Mastadenovirus 

に属するウイルスであることが判明した。本ウイルスは，

コウモリの採取された場所から Ryukynvirus 1と命名して

論文に発表したが，コウモリで初めてのアデノウイルスの

発見であることから注目され，現在は Batadenovirus 1と

いう名前で記載されることが多くなっている。現夜，全ゲ

ノム配列を解析中であり，他のアデノウイルスにはない

Open reading企ameの候補なと'7J'見つかっている。

新規ヘルベスウイルス

キクガシラコウモリの牌臓から培養細胞の樹立を試みた

際にも CPEが観察され， RDV法により新しいガンマヘル

ベスウイルスの配列が見つかった(論文投稿準備中)。また，

ユピナガコウモ 1)の牌臓からも同様の手法で，新しいベー

タヘルベスウイルスを発見した12)。このウイルスはコウモ

リで 2番呂に発見されたベータヘルベスウイルスであるこ
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とから， Bat betaherpesvirus 2と命名した。疫学調査の結巣，

50匹中 4匹のコウモリで PCR陽性であり，比較的多くの

コウモリにこのウイルスが感染していることが明らかに

なった。その他，フィリピンのコウモリからも新しいヘル

ベスウイルスを発見できた14)。これらの新規ヘルベスウイ

ルスについては各論文を参照していただきたい。

おわりに

コウモリ由来のウイルスが人の新興感染症の原田である

ことは，これまで幾つかのウイルス感染疲で明らかにされ

てきた。また，変異により新興感染症の原因ウイルスにな

ることも示唆されている。これらの感染症は，東南アジア，

アフリカなど日本題外で発生した事例である。しかしなが

ら本稿で紹介したように， 日本在住のコウモリからも様々

なウイルス遺伝子の分離が報告され，これらのウイルスが

人に新たな感染症を引き起こす可能性は皆無で、はない。今

後は，コウモリ由来のウイルス増殖が可能で、ある培養細胞

を樹立しその生物学的性状や病原性の検討が必要になる

ものと考えられる。
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