
  
  野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス感染

  誌名 鶏病研究会報
ISSN 0285709X
著者名 鶏病研究会
発行元
巻/号 49巻3号
掲載ページ p. 193-198
発行年月 2013年11月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



〈解説〉

野鳥における高病原性烏インフルエンザウイルス感染

鶏病研究会

干305-0856茨城県つくば市観音台1-21-7サンビレッジ川村C-101

キーワード:H5 Nl， HP AI，高病原性鳥インフル工ンザウイルス，野鳥

はじめに Guangdong/l/96を起源とするが，世界保健機関

(WHO). OIEおよび国際連合食糧農業機関 (FAO)か

2010年秋から 2011年春にかけ，日本各地で家禽およ らなるワーキンググループにより，現在 0-9までの HA

ぴ野鳥での高病原性烏インフルエンザウイルス (HPAIV) クレードが定義 (HA遺伝子の塩基配列から近隣結合法

感染が次キと報告された。野鳥で感染が確認され，その により作成した分子系統樹で分岐の信頼性を示すブート

後家禽で、発生があった地域は，鹿児島県出水市の 1例の ストラップ値が60以上，遺伝距離が平均 0.015以上)11) 

みであった。しかし野鳥の発生状況と家禽の発生には されている。クレード内でさらに分岐した場合には，ク

地理的および時間的に重複する点が多いことや，分離ウ レード番号に続けてサブクレード番号が表記される。例

イルスが遺伝的に近縁であったことなどから，家禽での えばクレード2は現在，クレード2.1から 2.5まで分岐し，

発生に野鳥が何らかの役割を果たしていることが推察さ クレード 2.3はさらに 2.3.1から 2.3.4まで.2.3.4は 2.3.4.1

れ. HPAIVと野鳥との関係が改めて注目された。本解 から 2.3.4.3まで分岐している。近年アジア諸国で問題

説では. HPAIVの出現や伝播における野鳥の果たす役 となっている HPAIVの多くは. HAクレード Iまたは

割や国内外での発生状況を中心に，野鳥の HPAIV感染 2で，圏内分離株は全て HAクレード2に属する。

についてその概要を解説する。 2)宿主域

1.原 因

1)分類

オルソミクソウイルス科のインフルエンザAウイルス属

に分類される。 HPAIVは，静脈内接種試験での死亡率.

HA亜型.HA開裂部位のアミノ酸配列，細胞培養時のト

リプシン要求性など，国際獣疫事務局 (OIE)が定めた基

準により定義される。

インフルエンザウイルスは，赤血球凝集素 (Haemmag-

glutinine. HA) とノイラミニダーゼ (Neuraminidase 

NA) の血清学的性状により. HA (H) が 1から 16.

NA (N)が 1から 9の亜型に分類され，その組合せに

よりウイルスの亜型が決定される。近年アジアを中心に

問題となっている H5Nl亜型の HPAIVは，いずれも

1996年に中国南部でガチョウから分離された A/Goose/
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A型インフルエンザウイルスの宿主域は極めて広く，

これまでに人，鶏，豚，馬などの家畜や家禽の他，ゴン

ドウクジラやアシカなど海棲晴乳動物でも感染が確認さ

れている。一般に動物種により分離ウイルスの HA亜

型は宿主動物により限られるが，お)カモ類を中心とする

水鳥からは，全ての HAおよびNA亜型が検出されて

いる。また通常，水鳥から分離されるインフルエンザウ

イルスは宿主である水鳥に対し病原性を示さない。この

ため，カモ類を中心とする水鳥がインフルエンザウイル

スの自然宿主と考えられている33)。一方. H5Nl亜型の

HPAIVは，水鳥を宿主とするインフルエンザウイルス

が起源と考えられているが，晴乳動物を含む多様な動物

種での感染例13.14.22)がある他，水鳥においても多くの死

亡例が報告されている。

2. インフルエンザウイルスの生態と野鳥の役割

インフルエンザウイルスは. 12目100烏種以上の鳥

からの検出例が報告されている幻 29)。その多くは，ガン，

カモ，ハクチョウなどのガン・カモ目 (Anseriformes)お

よびカモメ，アジサシなどのチドリ目 (Charadriiformes)



の家禽聞で維持され，時に家禽から野鳥に伝播すると考

えられている。水鳥を含む野鳥聞で HPAIVが長期間維

持されている証拠は未だ認められず，野鳥問での伝播は

一時的と考えられている。

HPAIVに対する野鳥の感受性は鳥種により多様だが，

一般にカモ類は HPAIVによる致死的感染に抵抗性を示

すことが多い。感染しでも著明な臨床症状を示さず，見

かけ上健康な状態でウイルスを一定期間排出し続けるこ

ともある 18)。このためカモ類は，家禽あるいは他の野鳥

への感染源となる可能性が指摘されている。実際，韓国

では捕獲された見かけ上健康なマガモから HPAIVが検

出された例が報告されており 18) ウイルスの国際的な伝

播・拡散に水鳥の一部が重要な役割を担っている可能性

がある。一方，鶏舎内への伝播には，スズメやハトなど

陸烏の関与が疑われている。スズメ (P.ωsermontanus) 

とA/Chicken/Cambodia/LC1ALl2007 (H5 N1) を用

いた感染実験では，スズメがHPAIV感染に感受性であ

ること，スズメから鶏への感染が成立すること，またス

ズメ羽毛からのウイルス検出が示され，家禽や人への感

染源となる可能性が示唆されている12)。一方ハトでは.

H5亜型の HPAIVを用いた複数の感染実験で6，21.28， 34) 

いずれも比較的抵抗性を示しウイルス排出量も少ないこ

となどから他の感受性の高い鳥種と較べ，比較的

HPAIVを伝播しにくい鳥種と推察されている。

インフルエンザ、ウイルスが野鳥にも病原性を示すこと

は. 1961年に Beckerら4)が報告したケープタウン沖合

でのアジサシの H5N3亜型ウイルス感染による大量死

で初めて明らかになった。しかしその後このウイルス

はアジサシに定着することはなかった。

2002年以前は，上述したアジサシでの感染例と家禽

での発生に関連した陸鳥での僅かな感染例を除き，野鳥

からの HPAIV分離例は報告されていない。しかし 2002

年に，香港の野鳥および飼育野鳥で感染例が報告9)され

て以降，アジアや束ヨーロッパを中心に 50種を越える

野鳥から HPAIVが検出された2，23)0 2005年以降に認め

られた発生例のほとんどは，ガン・カモ類および猛禽類

であった。 2005年4月には，中国青海省の青海湖で野

鳥の大量死が認められ. 7月には中国農務省から H5N1

亜型ウイルスの感染により，インドガンやズグロカモメ

など6.000羽以上の死亡が報告された。青海湖で多数の

野鳥を死亡させたウイルスは，その後モンゴル，ヨーロッ

パへと北上し最終的には北アフリカにまで、至った3)。

ヨーロッパでは，クロアチア，アゼルパイジャン，ブル

世界における野鳥の HPAIV感染4. 

に含まれる。また，ガン・カモ自の中では，特にカモ亜

科 (Anatinae)が多く，この中でもマガモからの分離例

が多い。チドリ目では.3つの科から分離されているが，

多くはイソシギおよびキョウジョウシギなどのシギ科

(Scolopacidae)とカモメ，アジサシなと守のカモメ科(Laridae)

である。水鳥の他には，コウノトリ目 (Ciconiiformes).ア

ピ目 (Caviiformes). ツル目 (Cruiformes). ペリカン目

(Pelecaniformes)およびカイツブリ目 (Podicかediformes)

からの分離例がある。陸生の鳥種では，稀だがハト目

(Columbiformes) .キツツキ目 (Piciformes)およびスズ

メ目 (Passeriformes)や，オウム，インコなどの愛玩鳥か

らの分離例もある。

カモから分離される血清亜型にはやや偏りがあり.H3. 

H4. H6およびHll亜型の分離率が高く.H5. H7. H8. 

およびH9亜型は比較的分離率が低い。分離される亜型

の傾向は年によっても異なり，米国での調査では H3.

H4およびH6亜型の分離に.2年周期の傾向があること

も報告されている19)。この他カモメからは. H13および

Hll亜型がチドリ目からは H5. H7およびH9亜型が比

較的よく分離される傾向がある19)。

インフルエンザウイルスは，野生水鳥の主に腸管で増殖

し糞便中に排出される。排出されたウイルスは，生息環

境の水を介して伝播し感染を繰り返す。水鳥は，北方の

繁殖地にある湖沼等でウイルスに感染し，日本を含む各国

の越冬地へとウイルスと共に南下する。繁殖地で環境中に

排出されたウイルスは，冬季に低温下で保存され，春にな

り気温が上昇する頃には越冬地から宿主が戻り再び繁殖

期を迎え，感染を繰り返すと考えられている1610
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HPAIVの出現と伝播における野鳥の役割

カモ類が保有するインフルエンザウイルスは，通常鶏

に病原性を示すことはない。 Itoら15)は，ハクチョウの

糞便から分離した H5N2亜型のインフルエンザウイル

スを実験的に鶏ひなの気嚢および脳で継代し，当初は鶏

に無毒であったウイルスが継代過程で HPAIVに変異す

ることを示した。現在問題となっている H5N1亜型の

HPAIVが野外でどのように病原性を獲得したか，その

詳細は不明である。しかし上述の実験例と同様，カモ類

を宿主とし鶏に対し病原性を示さない鳥インフルエンザ

ウイルスが何らかの経路で野鳥から鶏へと伝播し，鶏か

ら鶏への感染を繰り返すうちに HPAIVに変異した可能

性が推察されている。水鳥由来ウイルスの鶏への馴化に

ついては，うずらやシチメンチョウが中間宿主としてそ

の仲立ちをする可能性も指摘されている31)。鶏で感染を

繰り返し HPAIVとなったウイルスは，鶏やアヒルなど
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ガリア，ドイツ，ギ、リシャ，ハンガリー，ロシア，スウェー

デン，スイス，ポーランド，デンマーク，英国など，広

範な場所でコブハクチョウ，オオハクチョウ，キンクロ

ハジロなど多数の野鳥で死亡例が認められた2)。アゼル

バイジャンでは，烏インフルエンザによる死亡が疑われ

るハクチョウの羽毛採取作業に従事した人のうち，少な

くとも 7名が感染.4名の死亡が報告された九最近では，

2011年から 2012年にかけ香港で，カモメ，ガチョウ，

ハヤブサ，シキチョウなどからウイルスが分離され，イ

ンドでは. 2012年にハシブトガラスでの発生が報告さ

れている。

5. 圏内における野鳥の HPAIV感染

1)発生状況

圏内では. 2004年に山口県で 79年振りとなる高病原

性烏インフルエンザが発生した。その後，大分県の愛玩

鶏，京都府の採卵鶏と発生が続き，このとき感染鶏と接

触したハシブトガラス 9例に感染が認められた(表 1)。

これが囲内での野鳥における HPAIV感染の初発例と

なった。この時分離された HPAIVは.HAクレード 2.5

に属していた。

2007年 1月には，熊本県の山中でクマタカが衰弱個

体として発見され，その後感染が確認された。クマタカ

分離株は，ハシブトガラス分離株と異なる HAクレー

ド2.2に属し. 2005年に青海湖で野鳥を大量死させ，そ

の後モンゴル， ヨーロッパへと伝播した HPAIVと同系

統のウイルスであった27)。この時は，宮崎県で 3件，岡

山県で l件の養鶏場でも発生が認められた。

第 49巻 2013 年

2008年4月から 5月にかけては，秋田，青森および

北海道で相次いで発見されたオオハクチョウの死亡ある

いは衰弱個体から HAクレード 2.3.2.1に属する HPAIV

が分離され，園内では初めての水，鳥の感染例となった。

この時は，幸い家禽における発生は認められなかった。

2010年 10月には，北海道稚内で採取されたカモ類の糞

便から H5N1亜型の HPAIVが分離された。これは，野

鳥の糞便から HPAIVが検出された国内で初めての事例

である17)。その後，富山県の動物園で飼育されていたコ

ブハクチョウ，鳥取県米子市のコハクチョウ，鹿児島県

出水市のナベヅルなどに相次いで感染が認められ. 2010 

年の秋から 2011年の春にかけて，最終的に野鳥ではカ

モ類やハクチョウ類などの水鳥とハヤブサなどの猛禽類

を中心に17道府県60例から，飼育野鳥でもコブハクチョ

ウなど3県 3例で感染が認められた。衰弱個体として発

見された野鳥の中には，頚部の捻転や，歩行異常など神

経症状を呈する個体も認められた。

2)感染経路

2004年に確認されたハシブトガラスの感染例では，

発見時 HPAIV感染で死亡した鶏に群がる多数のカラス

が目撃されており，感染死亡鶏との接触あるいは摂取に

よる感染が推定されている。

2007年のクマタカの事例では，家禽より先に感染が

あり，クマタカへの感染源は明らかになっていない。し

かしクマタカが留鳥であることや他の野鳥を補食する

ことなどから，病烏の捕食により国内で感染した可能性

が推察されている。この時期，韓国では家禽での発生が

相次いでいたが，その後の解析で韓国分離株とクマタカ

表1. 国内で野鳥から分離された H5N1亜型高病原性烏インフルエンザウイルス

分離年月 鳥種 道府県 HAクレード 発生状況

2004年 3月 ハシブトガラス 京都，大阪 2.5 HPAIV感染で死亡した鶏の採食

により感染したと推定

2007年 1月 クマタカ 熊本 2.2 感染源は不明，林道脇で発見さ

れた衰弱個体から検出

2008年 4月一5月 オオハクチョウ 秋田，青森，北海道 2.3.2.1 感染源は不明，十和田湖，野付

半島，サロマ湖で発見された死

亡または衰弱個体から検出

2010年 10月ー カモ類，ハクチョウ 大分，鹿児島，島根， 2.3.2.1 感染源は不明.2010年 10月に北

2011年2月 類，ツル類，猛禽 栃木，鳥取，長崎， 海道でカモ類の糞便から最初に検

類など 兵庫，福島，北海道， 出され，その後全国各地の死亡あ

宮崎，愛知，京都， るいは衰弱個体から検出された。

高知，山口青森， 野生個体の他にも富山，兵庫，山

徳島 口では，飼育野鳥からも検出
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分離株が遺伝的に近縁であることが示され，韓国から囲

内に何らかの経路で侵入した可能性が推察されている。

2008年のオオハクチョウの事例では，発生があった 4

月から 5月にかけての同時期，韓国およびロシアでも家

禽で発生があり，これらのウイルスがオオハクチョウ分

離株と遺伝的に極めて近縁であることが明らかにされて

いる初。オオハクチョウへの感染経路は明らかではない

が，感染鳥を捕食する可能性は無く，またシベリアから

樺太を経て国内に渡来したオオハクチョウが越冬中に大

陸に渡ることも無いことなどから，オオハクチョウが大

陸で HPAIVに感染したのではなく，何らかの経路で大

陸から持ち込まれた HPAIVにオオハクチョウが国内で

感染した可能性が推察されている。また，その後の遺伝

子解析でオオハクチョウ分離株が，前年に香港の野鳥か

ら分離されていた HPAIVと極めて近縁であることや，

中国南部にあったウイルスの遺伝子再集合により出現し

た可能性が示され，このウイルスの起源、が中国南部にある

可能性が推察されている32)。オオハクチョウに HPAIV感

染症が認められた4月から 5月にかけては，中国南部治、ら

北方の繁殖地へと水鳥が大陸を移動する時期でもあり，水

鳥の渡りにより大陸南部から囲内へとウイルスが持ち込ま

れた可能性も推察されている。

2010年から 2011年にかけての発生では，過去の事例

と異なり，囲内への渡りがはじまって間もない 10月に

稚内で最初の HPAIVが検出され，ウイルスが渡り鳥の

営巣地がある北方から国内へと直接持ち込まれた可能性

を印象づけた。野鳥分離株の遺伝子解析により，各分離

株が遺伝的に近縁な大きなグループを形成しているが，

僅かな違いにより 3つの小グループに分けられることが

明らかにされ，囲内へは少なくとも 3つの異なる遺伝的

背景を持ったウイルスがそれぞれ持ち込まれた可能性が

推察されているお)。国内で発生が認められたほぼ同時期，

韓国ではオシドリやマガモなどの水鳥の他，ワシミミズ

クやハイタカなど，猛禽類を含む多くの野鳥や家禽で

HPAIV感染が確認された。国内の野鳥分離株と韓国分

離株の一部については，遺伝的に近縁であることが明ら

かにされており. HPAIVが流行時に両国を往き来した

可能性も推察されている。

6. HPAIV感染に対する野鳥の感受性

H5N1亜型の HPAIVについては.野鳥の感染実験が

数多く報告されている同10)。一般に野鳥に対する病原性

は烏種により異なるほか，同じ烏種であってもウイルス

株によりその臨床症状や死亡率，ウイルス排出量などは

異なることが知られている。

水鳥では. 5種のカモ類を用いた実験で，同じカモ類

でも種により感受性が異なることが示され5) ウイルス

排出量は症状が重篤であるほど多く，軽度であるほど少

なく排出期間も短期間であった旦却)。マガモ却)やワライ

カモメ 5剖)を用いた実験例では，死亡から無症状まで臨

床症状は多様で，ウイルス株によっても症状の異なるこ

とが報告されている。

陸生の烏種では，クマタカから分離された A/moun-

tain hawk-eagle/Kumamoto/1/07を用いたシロハラ，

オオヨシキリおよびツバメに対する感染実験で，オオヨ

シキリおよびツバメは感染後3日目までに全羽死亡した

が，シロハラは感染しでも死亡しない個体が確認され，

本ウイルスを伝播する可能性が示された10)。これまで園

内ではシロハラ等陸生鳥類からの分離例は無い。しかし，

国外ではスズメなどからの HPAIV分離例も報告されて

おり泊。 25) 水鳥から家禽へのウイルス伝播にこれら野鳥

の関与が推察されている。

7. 野鳥および餌育野鳥における

HPAIV感染への対応

1)野鳥への対応

環境省は.2007年から圏内の死亡野鳥および渡り鳥の糞

便を対象とした烏インフルエンザウイルスの全国的なサー

ベイランスを実施し.2009年から 2011年にかけては「野

鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る都道府県鳥獣

行政担当部局等の対応技術マニュアル」を策定，これに基

づき死亡個体および糞便のサーベイランスを実施した。ま

た.2010年から 2011年にかけ囲内の野鳥で多数発生があっ

たことから.2011年9月には，新たに「野鳥における高病

原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアルJ(http:// 

www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/manual/pref 

0809.html)を策定した。この中で野鳥は， リスク種 1か

ら3まで分類され，その分類により異なる対応、が示され

ている。オオハクチョウやキンクロハジロ，オシドリな

どリスク種 1 に含まれる烏種の場合，死t例 UI~から検

査対象となるが，リスク種3であるアオサギやその他の

種に分類されるハシブトガラスでは，通常は 10羽以上

に異常が認められた時にのみ検査対象となる。糞便調査

は.10月から翌年4月にかけて，計4回(北海道は状

況により 5月まで毎月実施し計8回)各都道府県の採取

地でガン・カモ類の糞使を採取しウイルスの検索に供し

ている。 20日年 10月からのサーベイランスでは. 2013 

年 10月8日現在，死亡野鳥および糞便のいずれからも

HPAIVは干食出されていない。



2)飼育野鳥への対応

2011年冬の一連の発生では，飼育野鳥での発生が3例

報告された。飼育野鳥は，公園の池など野生の鳥類と接

触する環境で、飼育されている種も少なくない。また，展示

を実施している施設では，入場者の制限や防烏ネットなど

防疫体制の構築に限界もあり.HPAIV感染症の発生に対

する対応が問題となった。このため飼育野鳥に対する管理

強化のため，環境省から動物園等で飼育下にある野鳥に

対する飼養衛生管理のあり方や，動物園等の周辺で家禽

あるいは野鳥で本病が発生した場合の対応について「動

物園等における飼養烏に関する高病原性烏インフルエンザ

への対応指針J(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/ 

aigo/Uaw Ifiles/n_08.pdf)が示され，これをもとに各団

体で対応が行われている。

おわりに

HPAIVの地球規模での伝播には，野鳥だけでなく人の関与

も推察されており，野鳥がウイルス伝播にどのような役割を果

たしているか，その詳細はいまだ不明な点が多い。しかし，こ

れまでの疫学的状況から野鳥がHPAIVの国際的な移動に何

らかの役割を果たしている可能性は高い。 GPSを用いた渡り

鳥の飛期経路調査では，冬季に中国や香港，夏期にモンゴル

に存在する水鳥が，季節によって日本に隣接する朝鮮半島付

近まで飛来することが明らかにされている。また，モンゴルや

中国とインドやバングラデシュなと守とを往来する烏も確認され

ている (htゆゾIwwwiao.org/avian宜I此 nlw乱岨巴lsat_凶.eme町T.

h回)。このことは，わが国とこれらの国や地域が疫学的に無関

係ではないことを示唆している。 2013年 10月8日現在，国内

では野鳥および家禽にHPAIV感染は確認されていなし、。しか

し中国，ネパール，インドなど周辺国では.HPAIV感染が

断続的に発生している。我々はこのような周辺国での発生状況

にも十分注意し今後の防疫を進めて行く必要があるだろう。

アジアを中心に流行を続ける H5N1亜型の HPAIV

は，家禽だけでなく野鳥にも大きな被害を与えている。

本ウイルスの野鳥への伝播は，家畜衛生上の問題に留ま

らず，人への感染による公衆衛生上の問題や，稀少種を

含む野鳥の大量死など，保全生物学上も深刻な問題と

なっており. HPAIVの一日も早い制圧が期待される。
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Summary 

Influenza A virus has been reported to be isolated .from more than 100 avian species of 12 
orders. Most of the viruses are avirulent. and only a few wild birds died from influenza virus 

infection. However. many wild birds have died from influenza virus infection sinc巴 theemergence 

of H5N1 highly pathogenic avian in宜uenzavirus (HP AIV). In 2005. several thousand water birds 

died from H5N1 HP AIV infection in Qinghai Lake. China. In addition. some humans died from H5N1 

HP AIV infection caught from swans suspected to be infected with HP AIV. Since 2004. many wild 

birds of various species in J apan have also died from H5N1 HP AIV infection. The巴pidemiological

role of wild birds in distributing HP AIV is not fully understood. but these observations suggest that 

wild birds play some roles in the international transmission of HP AIV by th巴irseasonal migrations. 

Therefore. the system for monitoring HP AIV infection in wild birds has been strength巴nedin J apan. 

(]. Jpn. Soc. Poult. Dis.. 49.193-198.2013) 
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