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《解説》

高病原性烏インフルエンザの疫学と防疫

韓国，タイ，オランダの状況を中心に一

西日明子

動物衛生研究所疫学研究チーム，干305-0856つくば市観音台 3ー1-5

要約

1997年香港において，家禽だけでなく人にも感染し死亡例をもたらす H5Nl亜型による高病原性鳥

インフルエンザの発生が報告されて以降，同亜型による発生がアジア，欧州，アフリカの各地で広く確

認されている。発生国の中では，わが国をはじめ撲滅に成功した国もある一方，常在化している国もあ

る。本稿では，わが国と近縁な株による発生が報告されている韓国，世界トップクラスの家禽生産とア

ジアに典型的な飼養形態が共存するタイ，そして，欧州、|の家禽産業をリ ー ドしているオランダの三カ国

の発生事例と防疫対応を紹介する。

キーワー ド:鳥インフルエンザ，疫学，防疫

はじめに

鳥インフルエンザ (AI)はオルソミクソウイルス科 A

型インフルエンザウイルスを病原体とする伝染病であ

り， 16種の HA蛋白と 9種の NA蛋白の組合せによる

多くの血清亜型が知られているω。国際獣疫事務局

(OIE)の規定では，このうち特定の株を病原体とするも

のを高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)と定め，この病

原体には鶏に対する病原性が高い株もしくは血清亜型が

H5!H7であり，かっ，特定部位のアミノ酸配置が高病原

性株と類似している株が含められている8)。わが国にお

いては低病原性株が高病原性化する可能性を考慮し，鶏

病原性によらずすべての H5!H7亜型の A型インフルエ

ンザウイルスによる家禽の感染を法定伝染病と定め，摘

発淘汰することとしている九

1997年香港において，家禽だけでなく人にも感染し死

亡例をもたらす H5Nl亙型による HPAIの発生が報告

されて以降，この血清亜型による発生が 2003-04年には

韓国， 日本，ベトナム，タイなどにおいても確認され，

その後 2005年にはアフリカ，欧州へと発生地域は拡大

し， 2008年現在も終息の兆しは見えていなL、9.10)0 2008 

年 4月には近隣国である韓国において発生中である。発

生国の中では，わが国をはじめ撲滅に成功した国もある
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一方，毎年発生を繰り返し，常在化 している国もあるこ

とから，依然としてわが国へのウイルス侵入の脅威は続

いている。このような中，海外の HPAIの疫学や防疫対

応事例からわが国が学ぶことは多いと考えられる。そこ

で本稿では，近隣国でわが国と近縁な株による発生を経

験している韓国，世界トップクラスの家禽生産と東南ア

ジアで典型的な家禽飼養形態が共存するタイ，そして，

動物愛護の精神が浸透する中で欧州、|の家禽産業をリード

しているオランダの三カ国の発生事例と防疫対応を疫学

的観点から紹介する。

.1. 韓国における AIの発生と防疫

韓国における家禽産業の主流は鶏で約 136，000戸 1.1

億羽が飼養されている。また，アヒル産業も盛んであり，

主に肉用ア ヒルとその種アヒルなど約 9，000戸約 8.4百

万羽が飼養されている。家禽が多く飼養されているエリ

アは朝鮮半島西部の海外線に沿った帯状をなし，周囲に

は水田も多く，収穫時の落ち穂、が野鳥への豊富な餌と

なっている。庭先飼育や愛玩用を除くと，複数の家禽品

穫が混合飼育される農場は少なく，アヒルも含めて舎銅

いされているものが多い。

韓国では 2003-2004年および 2006-2007年の 2回の冬

にわたって HPAIの発生を経験しているが，どちらもわ

が国の発生確認に 5~8 週間先立つ発生であり，ウイル

スの近縁性も両国の聞で非常に高かったことから，韓国
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図1. 韓国における 2003-04年 (左).2006-07年 (中).2008年 (右)のH5N1車型高

病原性鳥インフルエンザの発生場所

での発生動向には常に高い関心が持たれている。 促進するため，処分対象農家の家禽購入費と経営再開の

2003-2004年には採卵鶏と種アヒル農場を中心に 10 費用も補償された。互助基金制度も近年スタートし，政

市郡の 19戸で約 15週間にわたる発生が確認された。そ 府も活動資金を援助している。

の3年後の 2006年 11月から翌年 3月に，家禽の多い西 アヒルは鳥インフルエンザウイルスの自然宿主と考え

部の 5市郡の鶏，アヒル，ウズラ農場 7戸で発生が報告 られており，鶏に対して高い病原性を持つ株であっても

された (図1)。原因ウイルスはともに H5N1:!Ili:型であっ その多くはアヒルに対して顕著な症状を生じさせないこ

たが. 2006年は 2003年とは異なる中国の青海湖分離株 とが知られている。仮に産卵中の種アヒルが鳥インフル

に近縁な株の新たな侵入によるものであった。2006年の エンザに感染した場合は，産卵率の低下という形で農場

発生地のうち. 2003-04年に続く発生となった牙山市と 主が気づくことが期待されるが，産卵前の若アヒルや産

天安市は同じ川沿いに位置し，発生地から 1km圏内に 卵時期まで飼育されることのない肉用アヒルではこのよ

ある河原で発生確認前に採取されたカモ類と思われる野 うな異常は検知できず，また，飼料や水の摂取量の減少

鳥の糞から同亜型のウイルスが分離されている。鶏，ウ などの一般症状も顕著でないため，飼養者が臨床的な症

ズラの飼養者からの通報は早く，死亡の増加を主徴とす 状に気づくのは困難と考えられている。 2006-07年発生

る異常の開始からいずれも 3日以内に行われていた。ー において予防的殺処分が行われる前の血清から H5抗体

方，アヒル農場で産卵率の低下に気づいた飼養者から通 陽性の鶏，アヒル農場計 6戸が確認されており，近隣ま

報があったときには，すでに近隣のアヒル農場では抗体 たは疫学関連農場にすでにウイルスが浸潤していた可能

が陽転していたことが，後の検査で確認されている。 性が示唆されている。アヒル産業，特に肉用アヒルの飼

発生地の周辺には半径 10kmのサーベイランスゾー 育が盛んな韓国では，アヒル群へのウイルス侵入を早期

ンが設けられ，移動制限が行われた。また発生農場の周 に検知するために，健康鶏をおとりとして飼養アヒルと

辺 3km以内にある家禽農場および発生農場と物の移動 同居させるモニタリング方法を検討している。

などの関連があった農場 (疫学関連農場)において予防 侵入経路に関する韓国政府の見解は，渡り鳥によるウ

的殺処分が行われた。その後サーベイランスソーン内の イルスの侵入の可能性が最も高いとしている。その理由

清浄性確認が行われ.3カ月余にわたる発生は終息した。 には，発生農場と渡り鳥の生息地が近かったこと，発生

2003-04年発生では 392戸約 530万羽が. 2006-07年発 地からの渡り鳥が韓国に飛来していることが飛朔ルート

生では 460戸約 280万羽の家禽が死亡または処分さ 調査で確認されたこと，発生時期が渡り鳥の飛来時期と

れ6.15) 処分された家禽に対して時価の 100%が国から 重なること，発生地近隣の渡り鳥の糞から同血清亜型の

補償された。さらに，農家からの早期通報，発生届出を ウイルスが分離されたこと，野生のカモ類から H5抗体
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表 L タイの家禽飼養形態の分類

区分

セクター l

セクタ -2

セクタ -3

セクター 4

バイオセキュリティ
のレベノレ

高

中~高

低

無

流通形態

商用

商用

商用，地方流通，
生鳥市場

庭先

が確認されていることが挙げられている。また，ウイル

スの畜舎への持込み経路としては，小型の野鳥 (渡り鳥

および留鳥)，人，車両，物の出入りに付随した持込みが

考えられている。撲滅後も引き続き夏鳥 ・冬鳥のわたり

時期に合わせて野鳥調査が実施され，また， AIの発生が

懸念されるこの時期に合わせて AIの特別防疫期聞を設

定し，防疫の強化がなされている。

残念なことであるが，本稿執筆中 (2008年 4月〕にH

5N1亜型による HPAIの発生が全羅北道の肉用アヒル

と採卵鶏を中心に 11戸で報告されている9) (図 1)。予

防的殺処分の範囲を当初の半径 500mから 3km(鶏)， 

lOkm (アヒル)に拡大し，また半径 10km以内の移動

制限等の防疫対応が進められている。発生確認のための

検査は引き続き行われ，国内の種アヒルについては全戸

の検査が実施されているところである。

2. タイ国における AIの発生と防疫

タイで 2004年に HPAIが発生するまでは，タイは年

間約 10億羽の家禽を生産し， 2003年には 53万トンの鶏

肉を輸出する世界有数の家禽肉輸出国であった13)。近代

的な設備を有する大規模企業体農場が点在する一方，ア

ジアによく見られる裏庭飼育や，稲作と密着した放し飼

いアヒルの飼養数も非常に多い。タイでは鶏約 300万戸

2.5億羽， アヒル約 60万戸 2，200万羽， その他の家禽約

3.5万戸 350万羽が飼養されている。 タイでは食糧農業機

構 (FAO)の提唱に基づき，経営や出荷の形態やバイオセ

キュリティ措置の程度を考慮して表 lのような 4つのセ

クター区分を用いて家禽の飼養形態を分類している 13)。

用途ごとのセクター別飼養羽数の割合は図 2のように

なっており，肉用鶏や採卵鶏の多くはノ〈イオセキュリ

飼養施設の例

産業統合型の飼養施設で，生産に必要なすべての関連施設
(ふ卵場，飼料工場，農場，食鳥処理場.加工施設，輸送
等)が単一の会社に属し，高度なバイオセキュリティ管理
がされているもの。

施設が半垂直型に統合された飼養施設または契約農場で，
飼養施設は飼養者のものであるが，鶏，飼料，獣医療行為
にかかる費用は会社が負姐する。野外の鳥との接触を絶つ
ことができる隔絶性のある畜舎内で飼養される。

開放舎でケージ飼いの採卵鶏農場や舎外で平飼いされる家
禽。水田の放し飼いアヒル等。

人や他の動物種と接触をもっ庭先で飼養される地鶏や闘鶏
等。

(Tiensinら2005)13) 

ティの高いセクター lと2に属している一方，肉用・卵

用アヒルや地鶏の多くはバイオセキュリティが低いかそ

のような概念のない環境で飼養されていることがわかる。

韓国，日本，ベトナムの発生に引き続き， 2004年にタ

イにおいても H5N1:!IJi:型の発生が確認された。2004-05

年の 2年間は発生数， 地域ともに多く ，この時期の発生

については表 2のように 3期に分けて，発生数や被害額

が報告されている 1)0 2004年の発生は庭先養鶏 (6割)と

放し飼いアヒル (3割)が大半を占め，商用の肉用 ・採卵

鶏は各 6% と少なく，セクター lに属する大規模養鶏場

での発生はなかったl九2005年は前年より発生地域は縮

小し，発生数も減少した。主な発生は庭先飼育 (7割以

上)とアヒル(1害1])であった。この時期の発生は家禽，

特に放し飼いアヒルが多い中央部に多く，放し飼いアヒ

ルの分布と米の収穫量に強く関連していたと分析されて

いる4.5)。その後大規模な摘発と殺処分が行われるととも

に，移動制限と放し釘iJ~、規制が実施されたことにより沈

静化していった。2006年夏には 2発生， 2007年冬に 4発

生， 2008年冬に 2発生が中央部とベトナム国境付近に限

局しているものの，毎年発生が報告されている (図 3)。

タイ政府によると， 2005年までの分離ウイルス株はベ

トナム株に近縁な H5N1亜型による発生であったが，

2006年夏の発生では従来の流行株のほか，中国南東部の

分離株に近い株も確認されたと L、う。さらに 2007年冬

の4発生はベ トナム株に近縁なものと，中国福建省分離

株に近縁なものが両方確認されている。

防疫対応として摘発淘汰，半径 10km内の 30日間の

移動制限とサーベイランスが実施された。また，予防的

殺処分は半径 5km範囲で実施されたが， 2004年 7月よ

り1kmに縮小された。予防的殺処分された家禽の感染
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2004-05年タイにおける H5N1亜型高病原性鳥インフルエンザの発生概要表 2.

第三波第二波第一波

2005. 7.1~1 1. 9 

ー

5

5

万

万
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i

2004. 7.3~翌年 4. 12

9 

1539 

784 

300万

500万

58 

2004. 1. 23~5 . 24 

4 

190 

890 

6，000万

1.3億

63 

発生期間 (カ月)

発生数

発生のあった Sub-distrct数

処分された家禽数 (羽)

補償額 (US$) 

庭先飼育が占める割合 (%)

(Buranathaiら2007)1)

2008年

2004~2008 年タイにおける H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザの発生行政区
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状況は調べられていな~，1，14) 0 2004年 3月より，大規模

発生に対する防疫を速やかに行うため，確定診断を待た

ずに臨床症状から AIが疑われる群を殺処分するように

基準が変更され， 2005年には 1日あたり の死亡率が商用

農場で 1%以上，庭先銅育で 5%以上の群に対して殺処

分が命ぜられることとなった。タイ政府は処分された鳥

の時価 75%相当を補償している。

全国サーベイランスとして，すべての村の庭先家禽を

対象とした臨床検査とウイルス検査を組み合わせたサー

ベイランスが実施された。これには農業省，健康省，地

方行政機関の協力のもと，村のボランティア等も動員さ

れ，各戸の庭先家禽の病鳥や死鳥の聞き取り調査と，ラ

ンダムに採材されたク ロアカスワブのウイルス検査が実

施された。アヒルでは HI試験による抗体検査も追加さ

れた。このサーベイランスは 2004年 10月より 5回実施

され，約 46万サンプルの検査から 847カ所の感染が摘

発されている1)。

タイでは闘鶏の飼育と競技が伝統文化として知られて

いるが，闘鶏のイベントや移動が感染拡大に関わってい

たとして，その対策も重点的になされた。闘鶏については

個体ごとの登録が法令化され，パスポートによる管理と 3

カ月ごとあるいは移動前のウイルス検査で陰性を確認し

た上で移動が許可されるようになった。闘鶏の登録率は

繁殖用，競技用など高価で補償対象としてのメリットが

あるものを中心に，闘鶏全体の l割程度とみられている。

東南アジアで長い歴史をもっ放し飼いによるアヒル飼

育は，日中放し飼いされ，水田の落ち穂やカタツムリ類，

昆虫を捕食し，数日ごとに別の水田へ移動していくとい

う，稲作と密接した形で営まれており，特に二期作， 三

期作を行うタイ中央部にこのような飼育法が多かった。

しかし， AI発生後に放し飼いアヒルを舎飼いへ移行す

る対策として， 2005年にエリア制による移動制限とアヒ

ル舎構築のための低利子融資が導入され，その翌年には

全面的なアヒルの移動禁止が行われるとともに，全群の

サーベイランス，移動前検査，感染群の淘汰と補償制度

が導入された。2006年以降発生が激減しているものの，

引き続きリスクの高いアヒル，裏庭飼育家禽， 90日間以

上飼養される家禽を対象に半年に l回のサーベイランス

が実施されている。

大規模発生が沈静化したタイでは，バイオセキュリ

ティレベルの異なる多様な家禽が飼養される中で， AI 

感染のないことが確認された集団を高いバイオセキュリ

ティ環境のもとで，他の集団と流通上の接点を持たない

環境で飼育することにより他の集団と仕分けをする fAI

清浄コンパートメン ト」の概念をいち早く取り入れた。

第 44巻 2008 年

2007年より肉用鶏と肉用アヒル農場を対象に政府による

コンパートメント施設の認可手続きが開始されている。

3. オランダにおける AIの発生と防疫

オランダは原種鶏を世界 100カ国以上に供給する育種

会社や EU諸国への家禽製品の輸出実績を誇っており，

家禽産業が主要産業のーっとなっている。 2005-2006年

冬に欧州の野鳥や家禽において H5N1が確認されたが，

オランダでは同亜型による発生はない。しかし，これに

先立つ 2003年に別の亜型である H7N7による HPAIの

大規模発生を経験していることから， EU加盟国の中で

も厳しい防疫体制をとっている。2003年の発生時におい

ても， EU加盟国間でのトレースシステムと， 国内流通

を管理する家禽データベースにより，疑いの時点で発生

農場に関連する家禽製品の流通が速やかに停止された。

しかし，ウイルスはすでに多くの農場へ拡大していたと

みられ， 結果的に 25週間にわたって 241戸の感染と 14

戸の抗体陽性農場が確認される大規模発生となった。多

発地帯は家禽を含む種々の家畜が多く飼養されているオ

ランダ中央部からベルギ一国境にかけての Gelderse

valleiとOspelであ った(図 4)0EU基準に基づき感染

農場の殺処分と移動禁止，半径 1kmの予防的殺処分が

行わ札 1，381戸の商用家禽群と 16.521戸の庭先/愛玩用

家禽 2，720万羽が処分された3.11)。

~rn~rn叩X ・ 尚一

... 掴濁山崎町事担

Geldersvalleiの
多発地帯

Ospelの
多発地帯

*単発発生地

図 4. 2003年オランダにおける H7N7亜型高病原

性鳥インフルエンザの発生場所
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表 3. 早期通報のためのオランダ基準

早期通報のためのオランダ基準

1)死亡増加に関する通報義務

-繁殖用鶏，採卵鶏または 10日齢以上の肉用鶏において連続 2日間 0.5%以上の死亡があ

るとき

-七面鳥において，連続 2日間 1%以上の死亡があるとき

.感受性鳥において週に 3%以上の死亡があるとき。

2)獣医師への相談義務

-鳥インフルエンザを疑う症状が認められ， 2日関連続して l日5%以上の飼料あるいは水

の摂取量低下があるとき

-繁殖用または採卵鶏において 2日関連続して 1日5%以上の産卵率低下があるとき

動物の処分費用および家禽生産物の損失額の 2.7億

ユーロ (約 432億円)はEU，オランダ政府，農場から拠

出された。その他養鶏産業界全体の被害を含めた総被害

額は 5億ユーロ (約 800億円)と概算されている。ウイ

ルス侵入経路として，野鳥からの持ち込み，人や物を介

した持ち込み， さらに初発地周辺に存在していた H7亜

型の低病原性株が高病原性化した可能性などが考えられ

ているの。

オラン夕、では発生後に，早期通報のため数値基準が表3

のように見直された。

その後オランダで HPAIは発生していないが，アジア

を中心に発生していた H5N1が西へ広がり， 2005年夏

にはロシア， 2005-2006年の冬には中近東， アフリカ大

陸，欧州の野鳥や農場の家禽において確認されるように

なった。 さらに H5N1は2006年にフランス， スウェー

デン， ドイツ，アルパニア等の家禽農場でも発生が報告

された。これを背景に， EUでは 2005年 7月より野鳥

サーベイランスが強化され，その結果 2006年 2-5月の

間に 13加盟国の 741羽の野鳥で H5N1感染が確認され

た。EUでは低病原性株の高病原性化に備えた対策も強

化された。低病原性の発生に対して殺処分の義務はない

ものの，高病原性の発生時に準じて発生農場の家禽の殺

処分や半径 1kmの制限区域 (移動禁止等)の設置がで

きるようになった。

近隣国での H5N1発生に伴い，飼養家禽と野鳥との隔

絶の強化や，野鳥の飛期経路や水場，高密度飼養地域に

おけるサーベイランスが強化されるようになった。さら

に，感染野鳥が確認された周辺に対して，半径 3kmの

規制区域 (農場の定期訪問の規制等)と半径 10kmの監

視区域が設けられるようになった。合わせて，これまで

認可されていた緊急ワクチンに加えて，予防を目的とす

るワクチンの使用が可能となった。この EU基準改正を

受けて，オランダでは屋外飼育禁止と予防ワクチンの導

入に踏み切った。

オランダで予防的ワクチン接種の対象となる鳥類は愛

玩鳥 (キジ目あるいはカモ目カモ科で商用でないもの)

および商用の放し飼い採卵鶏$に限定しており，ワクチ

ンを使用するかどうかは飼養者が選択する。対象鳥で

あって予防ワクチンを接種しない場合には，野鳥の渡り

シーズンに設けられる屋外飼育禁止期間中，渡り鳥との

接触を遮断する飼養管理，すなわち屋根および，金網ま

たはネット付きの側面かそれ以上の隔離構造をもっ施設

で飼養することが要求される。接種対象でない家きんに

ついては野鳥からの隔離飼育が義務づけられている。

ワクチン接種鳥の識別には愛玩鳥では足輪または翼標

による個体識別が，コマーシャル鶏では，圏内データ

ベースによる群単位の登録管理がされている。接種鶏の

と殺は園内のみに限定され，流通される鶏肉にはワクチ

ン接種鶏由来である旨のラベルを付すこと，食卓卵は

パッキング工場または加工施設へ直送されることなどの

規定に従う必要がある。接種鶏群のモニタリングプログ

ラムとして，毎日の臨床観察， AIウイルスの侵入チェッ

クのために同居させているおとり鶏の抗 H5/H7抗体と

抗 N1抗体検査， さらに免疫賦与効果の確認のためのワ

クチン接種鶏の抗 H5抗体検査が義務づけられている。

コマーシャル鶏の予防ワクチン接種にかかる費用の分担

として，臨床観察，免疫賦与効果の確認検査は政府が，

ワクチン代と侵入チェックのための検査費用は飼養者が

それぞれ負担する。予防ワクチンの実施には，多くの関

係機関が協力しており，農業自然食品安全省を頭に，食

品 ・消費製品安全局，民間獣医組織，および認可獣医師

がそれぞれ規約に沿った任務の遂行にあたっている。一

方，ワクチン接種の実態調査と適正な実施の検証は，法

令執行の監督を行う省内の専門機関が行っている。予防
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ワクチン策開始直後の 2006年の接種実績は 8戸 21，745

羽であり，ワクチン対象戸数の 2.7%，対象羽数の 0.45%

と少なかった。

事放し飼い採卵鶏;Free.range layersと称され，平飼いで屋外

運動場へのアクセスを持ち，餌は地面にまかれたものをついば

む飼養形態で管理される。面積当たりの羽数，光量，排気量等の

基準が定められている。オラ ンダでは屋外で運動した鶏の卵を

食する晴好が根付いており， 屋内のみでの飼育に容易に切り替

えることが困難な背景がある。(以上，この節の注釈)

おわ りに

日本は近年 2004年と 2007年の 2回にわたる H5N1

亜型ウイルスによる HPAIを経験しているが，各発生と

も商用養鶏場あるいは愛玩鶏を飼養する 4戸に限局した

発生であった。また，発生地周辺への拡大例は，京都の

採卵養鶏場から 4km先での発生が確認された l例が

あったが，このほかの発生地では迅速に通報， 診断，防

疫措置が行われて短期間に撲滅された。2004年の発生

後，飼養者等の HPAIに対する意識が向上し， 2007年の

発生時には異常の発見と通報が早い時期に行われてい

る。 日本では感染しても症状がわかりにくいアヒルの飼

養が盛んではなく低病原性 H5/H7亜型ウイルスが家き

ん群に常在していないため，同 H亜型の高病原性株の

侵入があった場合の診断が容易な環境となっている。こ

のような背景からわが国では早期の異常の発見，迅速な

診断および防疫対応が可能であり， 他国の例に見られた

ような発生確認時に周辺農場や疫学関連農場へウイルス

が拡大してしまっているという事態は未然に防止可能で

あると考えられる。万が一ウイルス侵入があった場合，

飼養管理者の異常の発見と早期通報，民間獣医師の判断

力が早期撲滅果たす役割は非常に大きい。 HPAI侵入の

脅威はなおも続いていることから，関係者の注意換気を

再度促したL、。
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Epidemiology and Preventive Measures Taken Against Highly Pathogenic 

A vian Inftuenza -Situations in Korea， Thailand and the Netherlands-

Akiko Nishiguchi 

National Institute of Animal Health， 3-1-5 Kannondai， Tsukuba， Ibaraki. 305-0856 

Summary 

Since highly pathogenic avian inftuenza caused by the virus sub-type H5N1 was reported in 

Hong Kong in 1997， which affected not only poultry but human cases including fatalities， the same 

sub-type of viruses have been reported in countries in Asia， Europe， and Africa. Among affected 

countries， some countries succeeded to eradicate th巴 disease. On the other hand， the disease 

becomes endemic in some countries. This description introduces the summary of course of 

outbreaks and preventive measures taken in three countries ; the Republic Korea， where the virus 

strains with high similarity to the strains in Japan have been isolated， Thailand， where world-

famous poultry production system and local production system coexist， and the Netherlands， 

which leads the poultry industry in Europe. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis.， 44， 51-58， 2008) 

Key words : avian inftuenza， epidemiology， preventive measures 
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