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Abstract Although the applied research on haemosporidian parasites of wild birds had been 

tackled positively until around the 1940s， it had been dead issues soon after birds were replaced 

with the laboratory mouse for malariology. However， research on haemosporidian parasites in 

wild birds has been r巴centlyincreasing in the白eldsof ornithology， behavioral ecology， evolu-

tionary biology， and conservation biology. We have also initiated research projects on avian 

haemosporidian parasites that are used as bio-indicators of arthropod-borne diseases. One of the 

projects aimed to clarify the pathogenic agents carried by waders migrating over long distances 

and to perform risk assessment for people and the conservation of endangered birds in Japan. 

A vian malaria infection in sandpipers and snipes caught in certain wetlands of Japan was con-

firmed using microscopic examination and DNA analysis of blood samples from the birds. Mos-

quitoes， which ar巴theprobable vectors of avian malaria， were col!ected from the migrating routes 

of the birds (Russia， Southeast Asia， and Japan)， and DNA analysis targeting malaria has been 

performed. On comparing the mtDNA cytochrome b gene sequences of avian malarial parasites 

from mosquitoes with those from migratory or resident birds， it was suggested that arthropod-

borne diseases are possibly transmitted among birds that sympatrical!y inhabit wetlands. The 

peak of the mosquito breeding season in a wetland in the Kanto area had overlapped with that of 

the migrating season of waders during the summer. This means that the spread of arthropod-

borne diseases may take place in the wetlands if migratory birds from Siberia are infected with 

arthropod-transmitted agents such as the West Nile virus. Research on avian haemosporidian 

parasites in wild birds wil! be useful for maintaining wild animal health， human health， and eco-

logical health from the aspect of“Conservation Medicine" 
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序文

野鳥の住血原虫感染は. 1880年代に Danilewskyに

よって観察されている 1，7，35)が，ヒトのマラリア病原体が

Plasmodium属の原虫であることが AlphonseLaveran 

によ って報告された直後のことであるのは興味深い12)
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1902年にマラ リアに関する研究でノ ーベル医学 ・生理

学賞を受賞 した RonaldRossが，感染環解明のために

鳥マラ リアを用いたことはよ く知られている.また，初
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期のマラリア研究者である Laveranは， ヒトと鳥のマ

ラリアが同様の感染環をもつことから，医学者がナチュ

ラリストとなって野鳥の住血原虫を研究することの意義

について述べている 12) このように当時はヒトと野鳥の

住血原虫が，研究面で車の両輪の如き存在であった.国

内でも野鳥の住血原虫の研究はかなり早期から取り組ま

れている.明治時代から昭和初期にかけて多種の野鳥を

対象とした住血原虫感染の調査や研究が峰や小川らに

よってなされている 1，18，19，23，24) ちなみに小川が著した

「住血原虫論」には，鳥のみならず魚類や両生・問虫類の

原虫に関する記載が多数見られる 25) 西洋科学が積極的

に導入された時代，ナチュラルヒストリーがこの国の学

問基盤として重要視されていたのであろう.

鳥類の住血原虫に関する初期の研究は，形態学的な分

類や宿主に関するものが中心であった.その後， 1940年

代までのマラリア制御に関する医学研究では，鳥マラリ

アが抗マラリア薬開発や病態生理などの応用研究の対象

とされてきた31) しかし実験動物として鳥より飼育が容

易なマウスがマラリア研究に用いられるようにな って以

降，世界的に鳥類とくに野鳥の住血原虫に対する学問的

興味が失われていった.圏内でも，登倉や加納らによ っ

て野生鳥類の住血原虫感染に関する応用研究が進められ

ていたが13，22，33) 残念ならが現今まで引き継がれ展開す

ることはなかった. 一方，家禽の住血原虫感染について

は，現在までに多くの優れた研究がなされている. しか

し，飼育施設や飼育方法の改善により，ロイコチトゾー

ン症や鶏マラリアの発生件数は減少し， ヒ卜のマラリア

研究に比べると鶏マラリアの論文は決して多くない.

鳥類住血原虫の再認識

医学や獣医学分野で鳥類の住血原虫に関する基礎研究

が影をひそめている状況は欧米でも変わらないが，異な

る学問領域で各種野鳥の住血原虫感染が再び注目され

始めている.ウエフー上の文献検索エンジンに、vianma-

laria"や“avianhaematozoa"といったキーワードを入

力すると，かなりの数の研究論文や最新情報がヒット

してくる.その内容を見ると，以前のように形態分類に

関したものは少なく，多くが鳥類生態学，社会行動学，

進化生物学そして保全生物学にかかわる応用研究であ

る3，27，34) 鳥類の住血原虫感染が個体もしくは個体群の行

動や生態に与える影響，宿主と原虫の共進化などへと学

問的興味が移行しつつある.その背景のーっとして，

Hamilton and Zuk (1982)が提唱したいわゆる 「寄生虫

仮説」の存在がある 10) すなわち，雌が雄を選好する際

に寄生虫感染が影響を与えているのではないか，という

性淘汰と病原体寄生に関する学説である この仮説を検

証するために，野鳥での住血原虫感染が個体の健康，生

存率，繁殖適応度に与える影響などについて検証がなさ

れている川 保全生物学分野では，ハワイ諸島で、の鳥マ

ラリアの研究が有名である.すなわち，外来生物として

ハワイ諸島へ侵入したネッタイイエカ (Cluexρipiens

quinquefasciatus)と鳥マラリアの一種である P.relic-

tumが，本原虫に抵抗性を持たないハワイミツスイ類な

ど固有鳥の絶滅要因になっており，希少種保全の観点か

ら多様な研究がなされている 17，19) ハワイ諸島の固有鳥

類の鳥マラリア感染率と気候変動とをシュミレー卜した

時宜に適した報告もある 2) それ以外にも鳥類の住血原

虫感染と渡りとの関係，宿主鳥類との系統関係や進化と

多様性の維持機構など多岐にわたる先進的研究が展開さ

れている6，15，28，38) これらの研究を可能としているのは，

急速に発展を遂げている分子生物学的手法であることは

間違いない5，11.29) 最近では，技術的進歩の著しい本手法

を用いて，従来の形態を中心とした鳥類の住血原虫の系

統関係を分子系統学的に見直す動きも活発となってい

る16，17，26，36)

鳥類住血原虫研究の新たな展開

このように新たな展開を見せている鳥類の住血原虫の

研究であるが，多様な野鳥を対象にする際には，住血原

虫の感染状況や生活史を正確に把握しておく必要があ

る.しかし，どの住血原虫種もしくは系統がどの鳥類種

に感染しているのか(宿主特異性)，どの吸血昆虫が住血

原虫を媒介しているのか(媒介生物)，感染が野生個体群

へ与える影響はどの程度であるのか(病原性)， などと

いったきわめて基本的とも思われる問題は研究の緒につ

いたばかりである さらに，野生個体の住血原虫に対す

る感染防御機構については，ほとんど分かっていない.

我々 は， このような鳥類に寄生する住血原虫に関する基

本情報の収集に努めると共に，その知見を生かして鳥類

の行動生態や節足動物媒介性感染症の理解に役立てる目

的で研究を進めている 20) 地球環境研究総合推進費の助

成を得て行っている鳥マラリアを生物指標としたウエス

トナイル熱のリスク評価もその一つであ る.(http: / / 

www.env.go.jp/earth/suishinhi/jpn/projects_underway/ 

pdf/F062.pdf) .また，ニホンライチョウ (Lagopusmutus 

japonicus)のロイコチトゾーン感染と媒介昆虫に関す

る研究は，地球温暖化が高山環境に与える影響を念頭に

置いている9，21，30) 野鳥の住血原虫感染に関するこのよう

な学際的研究で得られる将来的成果は大きいに違いな

し、
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ここでは，現段階の研究成果の一部とその意義につい

て紹介し，鳥類に寄生する住血原虫研究の発展可能性に

関心を持って頂くことを期待したい.

シギ・チドリ類の節足動物媒介性

感染症に関する研究

節足動物媒介性感染症の一種であるウエス卜ナイル熱

の野鳥感染例は，日本近隣諸国では極東ロシアで確認さ

れている 12) このことは，北米各地で野鳥もしくは飼育

下鳥類の大量死を引き起こしたウエス卜ナイルウイルス

が， シベリアからの渡り鳥を介して我国に持ち込まれる

可能性を示唆している.本病原体が未感染地域へ侵入し

た場合，貴重な生態系に悪影響を与えることは確実であ

る14) 節足動物媒介性感染症による野鳥の大量死には，

渡り鳥による病原体の持込と吸血昆虫の存在が大きく関

与する と考え られている にもかかわらず，渡り鳥を対象

としたモニタリングやサーベイランスは不十分なままで

ある.とくにシベリアから夏季もしくは秋季に我国へ飛

来するシギ ・チドリ類の病原体保有に関する調査はほと

んどなされていない. シギ ・チドリ類は，蚊などの吸血

昆虫が多数発生する季節にシベリアから圏内の干潟や水

田地帯などの湿地に飛来し，その後東南アジア，オース

卜ラリアもし くはニュー ジーラ ンドまで地球規模で渡り

をする種である40) また，春季には反対に南半球から繁

殖地である北半球へ回帰する.そのため， シベリア，オ

セアニアもしくは東南アジア地域で病原体に感染した場

合，渡りの中継地である日本へ当該病原体を持ち込む可

能性が考えられ得る.これに備えるために，問題となる

感染症が節足動物媒介性であれば，圏内で関与する吸血

見虫の種，発生場所，発生時期，生息密度等との関連を

予め調査し対策を講じておく必要がある.以上のことか

ら， シギ ・チドリ類やその他の渡り鳥，日本産鳥類のウ

エストナイル熱や鳥マラリアなどの節足動物媒介性感染

症等に対するサーベイランス，モニタリングおよびリス

ク評価は，圏内の希少鳥類を外来病原微生物から保護す

る上で，また公衆衛生の上で極めて有用であると考え

る.そこで我々は， シギ ・チドリ類などの渡り鳥が保有

するウエストナイル熱等の節足動物媒介性感染症に対す

るリスク評価に関する研究を開始した.本研究は， ウエ

ストナイルウイルスと同様の生活環を有する鳥マラリア

を指標病原微生物とし，その媒介昆虫(蚊)の調査研究

を併せて行い，圏内産希少鳥類の保護管理および生物多

様性保全ならびヒ卜の健康維持に役立てることを目的と

している.

国内外での鳥類住血原虫および媒介昆虫調査

調査地は， シギ ・チドリ類が渡りの中継地として利用

し，希少鳥類の重要生息地である圏内の湿地，干潟およ

ひ、水田地帯等の水辺を主に対象としている.さらに，こ

れらの鳥類の繁殖地の一つである極東ロシアの湿地や越

冬地として利用される東南アジアの干潟でも調査を行っ

ている(図1).北海道内では，オジロワシ (Haliaeetus

αlbicilla) ，オオタカ (Accipiter gentilis)，クマタカ (Spiz-

aetus nipalensis)， シマフクロウ (Ketupαblakistoni)

およびタンチョウ (GrusJaρonensis)や動物園，傷病鳥

獣保護センタ一等に持ち込まれた野生個体から血液試料

の採取を行っている.沖縄県内では，傷病もしくは死体

として発見され保護施設へ搬入されたヤンパルクイナ

(Gαllirallus okinaωαe)， ノグチゲラ (Sapheoρipomo-

guchii)，クロツラへラサギ (Plataleaminor)，ミソゴイ

(Gorsαchius goisagi)，アカヒゲ (Erithαcuskomadori) 

等から必要な試料を採取している.なお， これらは環境

省の許可の下で実施している.また， シギ ・チドリ類や

日本産希少鳥類の生息場所での蚊の採取を継続して行っ

ている.採取法は(i ) CO2を誘引剤(ドライアイスもし

くはイ ース卜菌醗酵装置を利用)とした CDC型捕虫機

の設置， (u)産卵蚊捕集を目的とした Gravid型捕虫機

の設置， (iii)捕虫網を用いたスウィ ーピング法， (iv) 

吸血蚊捕集を目的としたパックパックアスピレータによ

る吸引，および (v) ヒ卜もしくは鳥図法等である(図

2).種の同定は， 実体顕微鏡下の観察で形態学的に行い，

アカイエカ種群蚊については，分子生物学手法を用いた

分類を行っている.さらに，鳥マラリア感染の有無を，

形態観察および遺伝子解析によって調べている.形態観

図 1. 国内の干潟に飛来した渡り鳥のシギ ・チドリ類.

住血原虫を含めてどのような病原体を保有し，

どのような影響を同種や別種の鳥に与えている

のかについては，ほとんど解明されていない.
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図 2. 鳥類住血原虫のベクタ ー検索のために用いている蚊採集方法.①ドライアイス併用の

CDC型トラ ップ，②産卵後の休息蚊採集のためのグラピッド ・ト ラyプ，③吸血蚊採

集のためのパックパック ・アスピレーター，④スイ ーピング法による飛矧蚊の採集.

察は，採取した血液から作成した薄層塗抹染色標本を

400倍の光学顕微鏡下で赤血球 5，000個以上を観察する

ことによった.感染が認められた場合は，高倍率 (x

1，000倍)で詳細に形態を観察し，顕微鏡周デジタルカメ

ラで撮影後，原虫細胞および宿主細胞の長短径，面積を

画像解析ソフトで計測記録している.分子生物学的手法

による検出は，血液試料もしくは蚊から定法によって抽

出した.DNAを用いて鳥類住血原虫のミト コンドリア

DNAチ 卜クロームb遺伝子 (mtDNAcytochrome b) 

領域の部分塩基配列 (-600pb)を標的とした nested-

PCRを行い，住血原虫遺伝子の検出を試みている.遺伝

子断片の増幅が確認された検体は，ダイレクトシークエ

ンス法で塩基配列を決定し，DNAデータパンクに登録

されている鳥類住血原虫遺伝子の配列と比較検討してい

る.

リスク評価に役立てるため，ウエストナイル熱や鳥マ

ラリアを媒介すると考えられている蚊の発生時期とシ

ギ ・チドリ類の飛来時期との関連を調べている.すなわ

ち，圏内の干潟 ・湿地での鳥類の個体数と蚊の発生ピー

ク時期との比較検討を行っている.

これまでに， シギ ・チドリ類が春と秋の渡りの時期に

中継地として利用する北海道内の湿地や干潟で調査捕獲

もしくは保護されたタンチョウ，シマフクロウ，オジロ

ワシ等の希少鳥類での形態観察もしくは分子生物学的解

析により赤血球細胞内の鳥マラリア感染を確認した.関

東圏で保護されたオオジシギ (Gallinagohardwickii) 

でも赤血球細胞内に住血原虫の寄生を認めた(図 3).そ

れらは，形態的特徴および各部位の計測値から Plasmo-

diumと考えられたが，原虫の各発育ステージが認めら

れず種同定は困難であった.北海道内の湿地で調査捕獲

されたオオギシギ，アオアシシギ (Tringanebulαriα)， 

タシギ (G.gallinago)およびタンチョウから検出され

た鳥マラリア mtDNAcyt b遺伝子の部分塩基配列は，

100%相同であった.このことは一時的ではあれ同居す

る鳥類間で，節足動物媒介性感染症が相互に伝播する可

能性を示唆している.北米のニュ ーヨー ク市に侵入し，

野鳥に甚大な被害を与えたウエストナイルウイルスの高

病原性株がシギ ・チドリ類によって圏内に持ち込まれた

場合，湿地に生息する国内産希少鳥類が被る影響は大き

いと考えられる.

沖縄県国頭村で保護もしくは死体収容されたヤンバル

クイナの血液細胞内に原虫を確認している (図 4).形態

学特徴および各部位の計測値は，パン (Gallinulachlo-

ropus)のHaemoρroteusgallinulaeまたはヒメクイナ

(Porzana pusillα)のH.porzanaeに近似すると思われ

た. しかし，各原虫の計測値には統計的に有意な差が認

められ，マラリア頼粒数にも差が認められた.この原虫

のmtDNAcyt b遺伝子部分配列は，DNAデータベース

に登録されているどの Haemoproteus属原虫とも異なっ

ていた.ヤンバルクイナは無飛矧性の鳥類で，進化的に

も古いタイプの鳥類であるため， この原虫はヤンバルク

イナと共進化した固有種の可能性がある. このことから
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図 3. 関東圏に飛来したオオジシギ CGallinαgohardwickii)の赤血球細胞内に認められ

た原虫.形態および遺伝子解析から Plasmodiumsp.と同定された.Bar= 10μm. 

図 4. 左沖縄県北部にのみ生息する希少鳥類のヤンバルク イナ CGallirallusokinaωαe). 

右赤血球細胞内に認められた Haemoρroteussp. C白矢印). Bar= lOtLm. これま

でにクイナ科鳥類から検出されている2種の Haemoproteus属原虫とは形態的に異

なり，新種の可能性が高い.遺伝子解析では Plasmodium sp.の感染も確認された

ヤンバルク イナが時入りした夜間に，多数の蚊が吸血 している様子が記録されてい

るため，住血原虫と媒介蚊との関係を調査する必要がある.

ヤンバルクイナはこの原虫に対しである程度の抵抗性を

獲得しており，少なくとも免疫能が充分に発達した成鳥

では，感染しでも症状を現さない不顕性感染状態を呈す

るのではなし、かと考えられる.一方，顕微鏡学的検査で

は検出されなかった Plasmodiumsp.の mtDNAcyt b 

遺伝子断片がヤンバルクイナの検体から PCR法で増幅

されたその塩基配列を解析 したところ，P. relictumに

近似する種であった.P. relictumは野鳥や飼育下鳥類に

対して強い病原性を示すことが知られている鳥マラ リア

の一種である • P. relictumの遺伝子配列に相同性の高い

原虫は，海外で他の野鳥からも報告されており，種を超

えて容易に宿主転換 CHostSwitch)すると推察されて

いる.また， シギ ・チドリ類の飛来は，沖縄本島北部の

海岸でも観察されている.これらのことから，ヤ ンバル

クイ ナに感染が認められた P.relictum類似の烏マラ リ

アは，蚊を介して他種の鳥類から感染したとも考えられ

る.東南アジアに存在する高病原性の節足動物媒介性病

原体が渡り鳥によって運搬さ れてきた場合，その病原体

の媒介者となる吸血毘虫が圏内に存在していれば，亜熱

帯という東南アジアに比較的近い温度環境条件を有する

沖縄に定着する可能性は充分にある.沖縄本島北部には

「ゃんばるの森」と呼称される生物多様性に富んだ亜熱

帯性の森林地帯があり，ヤ ンバルク イナ， ノグチゲラ，

アカ ヒゲなどの希少鳥類が生息している.当地の生物保

全を計画するには，希少鳥類に種特異的に寄生している

住血原虫と渡り鳥や外来鳥類に由来する住血原虫の感染

状況を長期的にモニタ リング調査する必要があろう.

圏内の干潟や湿地は，シギ ・チ ドリ 類の渡りの中継地

として利用されているため，そこの蚊相を知ることは節

足動物媒介性感染症を研究する上で重要である.そこで，

関東圏の干潟で主に蚊の発生時期に合わせて捕集調査を

継続的に実施している. 2006年 6月から 10月までの毎

月実施したー干潟での蚊捕集調査では，計 7種(1種群

を含む)1，550匹の蚊を捕集した.7種の内訳は，アカイ

エカ種群蚊，アカイ エカ CCx.pipiens pallen)，カラツイ

エカCCx.bit，αeniorhynchus)，コカ。タアカイ エカCCx.tri-

taeniorhynchus) ，ヒト スジシマカ CAedesαlboPictus) ， 

イナ トミシオカ CCx.inatomii)，キンイ ロヤブカ CAe.

vexans nipρonii)であった.これら全ての種は，ウエス

トナイルウイルスを媒介するこ とが野外もしくは実験室

内で証明されている.なお，捕集数は 8月が最も多く ，

9月がそれに続いていた. 同地で記録された各月毎のシ
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図 5. 関東圏の干潟におけるシギ・チドリ類の月別飛来観察数と蚊の採集数との関係.

シギ・チドリ類の『夏の渡り』のピークである 8月に，調査期間中最も多くの

蚊が採集された. このことは， シベ リアから渡って来たシギ ・チドリ類が保有

する節足動物媒介性病原体色干潟に生息する蚊が他の鳥類やヒトへ感染させ

る時期として，夏季に留意すべきことを示している.

ギ ・チドリ類の飛来数と各月毎の蚊捕集数と比較検討し

たところ，メダイチドリ (Charadriusmongolus)，ソリハ

シシギ (Xenuscinereus)およびコチドリ(仁 dubius)

の飛来ピークと蚊の発生ピークが 8月で一致した(図

5). 8月には，キアシシギ (Heteroscelusbrevipes)も比

較的多く飛来していた. シベリアからの秋の渡りが始ま

る8月に媒介蚊との接触機会が多くなるという事実は，

節足動物媒介性感染症のリスク評価を行う上で重要な情

報になると考える.同干潟で捕集したヒトスジシマカお

よびアカイエカの DNAサンプルから鳥マラリア原虫遺

伝子断片が検出され，最小感染率 (MIR)は0.9%と推定

された.遺伝子型の比較により，これらの蚊から検出さ

れた鳥マラリア原虫はいずれも日本に生息する野鳥また

は飼育下鳥類に見られる原虫と非常に近縁であることが

示唆された.すなわち， シギ ・チドリ類が飛来する関東

圏の干潟に本病原体の媒介者が存在することが示唆され

た.関東圏の干潟は，住宅地に接して位置する場合が多

く，節足動物媒介性病原体の圏内野鳥への感染のみなら

ずヒトへの感染についても留意する必要があると考え

る.また，空港や市場と隣接する干潟に航空機もしくは

輸入貨物に紛れて海外から病原体保有蚊が侵入した場合

には，これらがもたらした病原体が圏内に定着する可能

性がある.気候変動で熱帯性や亜熱帯性の蚊に適した生

息環境が形成されることも考えられるため，継続的な調

査が求められる.

調査対象地域で，野鳥と蚊との間で¥鳥マラ リアの感染

環が成立していることが示唆され，鳥マラリアと同様の

伝播経路を持つウエストナイル熱の病原体伝播が起こり

得ることが予想された.さらに，鳥マラリアが蚊を介し

て種間感染する可能性が示された.このことは，高い病

原性を有する節足動物媒介性感染症が国外から侵入した

場合，圏内に生息する蚊が橋渡し役(ブリッジベクター)

となって，タンチョウやヤンバルクイナなどの希少鳥類

を含め多種の野鳥に当該病原体を蔓延させる危険性を示

唆している.また，その病原体がウエストナイルウイル

スのような人獣共通感染症を起こすものであれば，鳥の

みならずヒ 卜にも悪影響を与えることは必至である.こ

のような感染環が成立する場として， シギ ・チドリ類が

飛来する干潟に今後も留意する必要があろう.

ま と め

冒頭でも述べたとおり，野鳥の住血原虫に関する研究

は，現在，圏内ではきわめて少ない. しかし，研究紹介

で示したように，たとえば鳥類住血原虫を節足動物媒介

入獣共通感染症の生物指標とすることで， もしくは野生

動物の行動生態解析に応用することで，将来的に大きな

研究成果が得られる可能性がある.Laveranが記したよ

うに，ナチュラリストの目で鳥類住血原虫を研究すれ

ば， ヒ卜を含めた宿主と寄生体，さらには環境との相互

関係が明らかとなり，病原体制御や自然、との共存を図る

上で有用な情報が得られるであろう.ナチュラルヒスト

リーに興味を持つ若い研究者が，野鳥の住血原虫研究に

参入されることを願っている.
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