
第４章 ウイルスの性状分析について

1 ウイルスの分子遺伝学的性状

今回の発生においては、第1例目から第3例目の養うずら農家から計6株のH7N

6亜型A型インフルエンザが分離された（表1）。

表1 愛知県でうずらから分離されたA型インフルエンザウイルス

株名 亜型 検体採取農場 採材日 HAタンパク開裂部位

アミノ酸配列

A / q u a i l / A i c h i / 1 / 0 9 H7N6 １例目農場 2009/2/18 PEIPKRR

(QA1)

A / q u a i l / A i c h i / 2 / 0 9 H7N6 ２例目農場 2009/3/1 PEQPKRR

(QA2)

A / q u a i l / A i c h i / 3 / 0 9 H7N6 ２例目農場 2009/3/1 PEQPKRR

(QA3)

A / q u a i l / A i c h i / 4 / 0 9 H7N6 ３例目農場 2009/3/4 PELPKRR

(QA4)

A / q u a i l / A i c h i / 5 / 0 9 H7N6 ２例目農場 2009/3/7 PEQPKRR

(QA5)

A / q u a i l / A i c h i / 6 / 0 9 H7N6 ２例目農場 2009/3/7 PEQPKRR

(QA6)

また、H5及びH7亜型インフルエンザウイルスの鶏に対する病原性に関すると

いわれているHA蛋白の開裂部位のアミノ酸配列の解析において、これまでに知

られている高病原性H7亜型インフルエンザウイルスに認められる塩基性アミノ

酸の挿入は認められなかったことから、これらのウイルスの鶏に対する病原性

は低いと考えられた。今回分離されたウイルスの開裂部位の推定アミノ酸配列

は、PKRRであり、水きん類に存在する弱毒型のH7亜型インフルエンザウイルス

に認められる典型的なアミノ酸配列(PKT/GR)と比較すると開裂部位のRの一つ

前のアミノ酸（T/G）が塩基性アミノ酸であるRに変化していた。一般的に、通

常の自然宿主である野生水きん類ではこのような変化は認められず、1976年に

オーストラリアであひるから分離されたH7亜型のDuck/Victoria/76は同様に開

裂部位のRの一つ前のアミノ酸（T/G）が塩基性アミノ酸であるKに変異してい



た。このことから、今回の発生に関与したウイルスが、野鳥から発生直前にう

ずらに侵入したのではなく、しばらくの期間家きんの中に存在していた可能性

が考えられた。

次に、分離ウイルスのすべての遺伝子分節について塩基配列を決定し、アミ

ノ酸配列を推定し、それぞれの株の間における、塩基配列、推定アミノ酸配列

の相同性を求めた。株間の相同性が最も高かったのは、M遺伝子であった（表2.

1 塩基配列 97.4～100%）。同一の農場から分離されたQA2,3,5,6間での相同

性が最も高く、その相同率は塩基配列で99.5～100%、M1 タンパク質のアミノ

酸レベルでは100%であった。遺伝子分節の中では、HA遺伝子の相同性が最も低

く、塩基レベルで95.9から100%であった（表2.2）。HA遺伝子においても、同

一農場から分離されたQA2,3,5,6間での相同性が最も高く、QA2とQA3との相同

性率は100%であった。

表2.1 M遺伝子の株間の相同性

アミノ酸（M1 253個/M2 98個）

株名（略称） QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 QA6

塩基 QA1 - 99.6/96.9 99.6/96.9 98.8/95.8 99.6/95.8 99.6/95.8

(982bp) QA2 98.3 - 100/100 99.2/96.9 100/98.9 100/98.9

QA3 98.3 100 - 99.2/96.9 100/98.9 100/98.9

QA4 98 97.6 97.6 - 99.2/95.8 99.2/95.8

QA5 98.1 99.5 99.5 97.4 - 100/100

QA6 98.1 99.5 99.5 97.4 100 -

表2.2 赤血球凝集素（HA）遺伝子の株間の相同性

アミノ酸（561個）

株名（略称） QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 QA6

塩基 QA1 - 96.9 96.9 96.6 96.6 96.6

(1683bp) QA2 96.4 - 100 96.7 99.6 99.6

QA3 96.4 100 - 96.7 99.6 99.6

QA4 95.6 96.1 96.1 - 96.4 96.4

QA5 96.1 99.7 99.7 95.9 - 99.8

QA6 96.1 99.7 99.7 95.9 99.9 -



HA遺伝子の推定アミノ酸配列の解析の結果、6株の間で計26個のアミノ酸の

違いが認められた。このうち3個のアミノ酸はヒトH3亜型ウイルスで推定され

ている3つの抗原決定基領域（Site A, B, C）内に存在することが明らかにな

った（図1）。今回分離されたウイルス間で抗原性に関与するアミノ酸残基に

変異が認められたことは、これらのウイルスが宿主の免疫による選択圧にさら

されていた可能性を示唆している。また、アスパラギン結合型糖鎖結合部位が

HA分子内に8か所存在し、特にHA1領域のレセプター結合領域近傍に4か所存在

していることが明らかになった（図1）。レセプター結合領域近傍でのアスパ

ラギン結合型糖鎖の存在は、HAタンパク質に対する抗体の反応性を低下させる

可能性が考えられる。このことから、ウイルス感染動物において赤血球凝集抑



制（HI）試験や、中和試験で検出される抗ウイルス抗体の力価が低下すること

が考えられる。決定した全分節の遺伝子配列と遺伝子データベースに報告され

ている既知の遺伝子配列情報をもとに、それぞれの遺伝子分節ごとに系統樹を

作成した。作成されたHA遺伝子の系統樹の解析（図2）から、発生起因ウイル

ス6株が一群の分枝を形成していることが明らかとなった。HA遺伝子の遺伝系

統は大きく北アメリカ系統とユーラシア系統に分類されることが知られている

が、今回のウイルスが属する分枝はユーラシア系統に位置していた。しかし、



本分枝は同じユーラシア系統に属する他のウイルスとは明らかに異なる分枝で

あり、直接遺伝的由来に関与するウイルスを明らかにすることはできなかった。

北海道大学大学院獣医学研究科、動物衛生研究所では近年国内に飛来する渡り

鳥に由来するウイルスのサーベイランスを行っているが、そのサーベイランス

で分離されたウイルスにも今回の分離株と近縁のものは認められなかった。ま

た、2007年にモンゴルでカモから分離されたH7N6亜型ウイルスとの遺伝的近縁

性も認められなかった。HA遺伝子の系統樹で認められた起因ウイルスの分枝パ

ターンは、他の7つの遺伝子においても同様で、他の遺伝子においても近縁の

ウイルスは認められなかった。系統樹解析を元に愛知県で分離された6株のウ

イルスの共通の祖先からの分岐年を推定した。愛知県分離6株の無根系統樹を

作成し（図3）、仮想される共通の祖先株の位置を求めるとともに、遺伝子デ



ータベース上のH7遺伝子の有効に利用できる全配列を用いて系統樹を作成し、

家きんにおけるH7遺伝子の年間変異率を算出、その変異率を元に①，②，③，

④の長さに対応する時間を推定することにより、仮想祖先株からの分岐年を推

計した。推定に用いた塩基の変異率は、1994年から2006年に北米でうずら株6

株を含む家きんから分離されたH7亜型ウイルス145株から得られた値（2.8 x 1

0-3/塩基置換/塩基数/年）を用いた。その結果、共通の祖先からの分岐年は20

02年3月-2004年7月（95%信頼限界）と推定された。この数字は、先の開裂部位

のアミノ酸置換の状況から、野鳥からいったん家きんに侵入した後今回発見さ

れるまである程度の期間が経っているという推察を支持するものである。

2 鶏に対する病原性試験

各農場から分離されたウイルス（QA1, QA2, QA4）について、国際獣疫事務

局（OIE）の規定に基づき、感染性漿尿液0.1mlを4週齢から8週齢のSPF白色レ

ッグホーンそれぞれ8羽に静脈内接種し、10日間観察した。各ウイルスを投与

された鶏は、10日間の観察期間中、臨床症状も示すことなく全例生残したこと

から、これらのウイルスは弱毒型であることが確認された。

3 うずら及び鶏における感染性試験

QA1を用いて、ウイルスのうずら及び鶏に対する感染性試験を行うことにより

ウイルスの宿主内でのウイルス増殖及び体内分布を検討した。

QA1 10
6
EID50 のウイルスを、12羽のうずら（4週齢）及び鶏（4週齢）に経

鼻接種し、接種後3，5，7日後に、各2羽ずつを安楽死させ、肺、気管、卵巣、

十二指腸、直腸、肝臓、腎臓、脳、筋肉、および咽喉頭、クロアカスワブを採

取し、ウイルス力価を測定した。感染10日後には生残しているそれぞれ6羽中2

羽から咽喉頭、クロアカスワブを採取し、ウイルス力価を測定した。臓器採取

に供しなかったそれぞれ6羽は14日間毎日臨床観察を行った。14日間の観察期

間終了後、安楽死させ血清を採取し、QA1株を用いた赤血球凝集抑制(HI)試験

により、血清中のHAタンパク質に対する抗体を調べた。また、血清中のNPタン

パク質に対する抗体はベリタス社製抗A型インフルエンザウイルス抗体検出用E

LISAキット「FLOCKTYPE
Ⓡ
」を用いて検出した。



表３．うずら経鼻感染後のウイルスの体内分布

検索臓器 ウイルス力価
*

感染3日後 感染5日後 感染7日後 感染10日後

肺 3.2 2.0 1.2 3.3 <1.2 <1.2 ND** ND

気管 4.9 6.5 3.4 6.1 <1.2 <1.2 ND ND

咽喉頭スワブ 6.1 4.1 3.3 4.0 1.3 1.2 <0.2 <0.2

クロアカスワブ 0.9 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

卵巣 <1.6 <1.5 <1.5 4.0 <1.5 <1.5 ND ND

直腸 2.6 2.7 <1.2 4.3 <1.2 <1.2 ND ND

肝臓 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

腎臓 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

十二指腸 <1.2 2.2 <1.2 1.3 <1.2 <1.2 ND ND

脳 <1.2 3.1 4.3 3.3 3.5 <1.2 ND ND

筋肉 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

*:咽喉頭及びクロアカスワブについてはlog10EID50/ml、その他はlog10EID50/ｇ

**:未実施

QA1を経鼻感染させたうずらからは表3に示されるように、咽喉頭スワブからは

感染3日後から7日後までウイルスが分離された。ウイルス量は、経時的に減少

し（感染3日後平均5.1 log10EID50/ml、感染7日後平均1.3 log10EID50/ml）、感染

10日後には検出されなくなった。クロアカスワブからは、感染3日後に1例から

ウイルスが検出されたのみで、以降は検出されなかった。脳から感染3日後と7

日後に各2例中1例、5日後に2例ともからウイルスが検出された。肺、気管では

感染3，5日後に2例中2例、直腸では感染3日後は2例中2例、5日後に2例中1例か

らはウイルスが検出されたが、筋肉、肝臓、腎臓からは検査期間中を通してウ

イルスが検出されなかった。また、感染5日後の1例からのみではあるが卵巣か

らもウイルスが検出されている。これらのことから、本ウイルスはうずらの上

部気道で優勢に増殖するとともに、消化管内でも増殖すること、脳へのウイル

スの移行が認められることが示された。臨床観察に供した6羽のうずらは観察

期間の14日間いっさい臨床症状を示さなかった。

血清抗体の検索では、14日目に採取した血清6例のうち1例でのみQA1に対す



るHI抗体が検出された（HI抗体価 16倍）。一方、ELISAによる抗A型インフル

エンザウイルス抗体は全例から検出された。

表4．鶏経鼻感染後のウイルスの体内分布

検索臓器 ウイルス力価*

感染3日後 感染5日後 感染7日後 感染10日後

肺 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND** ND

気管 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

咽喉頭スワブ 1.1 1.3 0.9 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

クロアカスワブ <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

卵巣 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

直腸 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

肝臓 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

腎臓 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

十二指腸 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

脳 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

筋肉 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 <1.2 ND ND

*:咽喉頭及びクロアカスワブについてはlog10EID50/ml、その他はlog10EID50/ｇ

**:未実施

同様にしてQA1を感染させた鶏からは感染3日後に2例中2例、感染5日後に2例

中1例の咽喉頭スワブからウイルスが検出されたのみで、その他の臓器、スワ

ブからはウイルスが検出されなかった。臨床観察に供した6羽の鶏は観察期間

の14日間いっさい臨床症状を示さなかった。

血清抗体の検索では、14日目に採取した血清6例のうち1例でのみQA1に対す

るHI抗体が検出された（HI抗体価 8倍）。一方、ELISAによる抗A型インフル

エンザウイルス抗体は6例中4例から検出された。

以上の結果から、本ウイルスはうずらに対する馴化が進んでおり、うずら体

内では上部気道などで効率よく増殖するのに対して、鶏での増殖が大変低いウ

イルスであると考えられた。また、感染後のHI抗体の上昇が低いこと、一方で

ELISAで検出される抗NP抗体の上昇は認められることから、ウイルスHA分子の



レセプター結合部位近傍に付加していると考えられるアスパラギン結合型糖鎖

（図１）の存在が抗体の誘導、検出に影響を与えていることが示唆された。

４ うずら及び鶏における伝播試験

発生農場におけるうずら間での伝播様式や、うずらから他の家きんに感染が

拡大する可能性を検討するため以下の試験を行った。

4.1 うずらからうずらへの伝播試験

ウイルスのうずら間での直接接触等によるウイルスの伝播効率を調べるため

にアイソレータの1区画に9羽（4週齢）のうずらを同居させ、うち5羽に10
6
EID

50/羽のウイルスを経鼻感染させた。14日間臨床観察を行い14日目に血清採取

し、抗A型インフルエンザウイルス抗体検出用ELISAキット「FLOCKTYPE
Ⓡ
」を

用いて抗体を検出し感染の有無を判定した。観察期間中に 1羽(非感染うずら)

が神経症状を呈し、著しく衰弱したため11日目に安楽死させクロアカスワブ、

気管、肺からのウイルス分離を行った。安楽死させた個体からウイルスが回収

されたため、この個体はウイルス感染によって、神経症状とそれに伴う衰弱を

示したと考えられた。また、感染8日目に非感染群の1羽が事故死したが、これ

はウイルスには関係ないと判断された。感染後14日目まで生き残ったウイルス

接種群5例、非接種群2例は臨床症状を示していなかった。また、これらの７羽

すべてから14日目に採取した血清中からは抗インフルエンザウイルス抗体が検

出された。このことから、本ウイルスは直接感染によって、うずら間の伝播が

起こること、ウイルス感染によって低い頻度で臨床症状を呈する個体が現れる

ことが示された。ウイルスの飛沫伝搬の可能性を検討するため2つの個別ケー

ジにうずらを3羽ずつ入れ、約2.5cm離して同一アイソレータに収容した。一つ

のケージに収容された3羽にのみウイルスを106EID50/羽、経鼻接種したのち、1

4日間臨床観察を行い14日目に血清採取し、抗A型インフルエンザウイルス抗体

検出用ELISAキット「FLOCKTYPE
Ⓡ
」を用いて抗体を検出し感染の有無を判定し

た。給餌、給水はそれぞれのケージごとに行った。

その結果、感染群、別ケージ群ともに感染14日後の血清から抗インフルエン

ザウイルス抗体が検出された。このことから、本ウイルスは、直接の接触なし

にうずら間で効率に伝播することが明らかになった。14日間の症状観察中、臨

床症状を示した個体は存在しなかった。



4.2 鶏から鶏への伝搬試験

感染鶏から鶏への直接接触及び飛沫による感染伝播の可能性を調べるため、

同一アイソレータを金網で2区画に仕切り、片側にウイルス接種鶏（10
6
EID50/

羽）3羽、非接種鶏3羽を設置するとともに、もう一方の区画に非接種鶏6羽を

設置して、14日の症状観察の後に血清採取し、抗A型インフルエンザウイルス

抗体検出用ELISAキット「FLOCKTYPEⓇ 」を用いて抗体を検出し感染の有無を判

定した。給餌、給水はそれぞれの区画ごとに行った。

ウイルス接種鶏、同居群、隣接群のいずれのニワトリからも抗体が検出され

なかった。14日間の症状観察中、臨床症状を示した個体は存在しなかった。

4.3 うずらから鶏への伝搬試験

感染うずらからの鶏への伝播の可能性を検討するために、先のうずら同居感

染群を収容したアイソレータの金網で仕切られたもう一画にウイルス非接種鶏

6羽を収容し、ウイルスの伝播を検討した。収容14日後には抗体が陽性に転換

することはいずれの鶏にも認められなかった。

以上の結果から、本ウイルスはうずらの間では、直接接触や飛沫感染により

容易にウイルスが伝播することが示された。一方で、鶏においては体内でのウ

イルスの増殖効率そのものが低いため、鶏間の伝播や感染したうずらから鶏へ

の伝播の可能性は低いと考えられた。

５ 感染うずらにおける抗体応答

感染うずらにおける抗体応答を調べるために８羽のうずらに106EID50/羽のウ

イルスA/quail/Aichi/1/2009(H7N6)株（1例目の分離ウイルス）を経鼻接種し、

接種後4日目に気管及びクロアカスワブを採取してウイルス排泄の有無を確認

した。その後は7日毎に感染うずらの翼下静脈から採血し、各血清のHI抗体価

を測定した。なお、血清はあらかじめRDE処理により非特異因子を除去した。

表5に示した通り、感染うずらは感染後2-3週目からHI抗体陽性の個体が現れ、

多くの場合、20-24週目まで検出された。ただし、HI抗体検出期間の短い個体(Q

104)や長い個体(Q103)も例外的に認められた。



表５感染うずらの血中HI抗体価の推移及びウイルス分離結果

うずら個体番号 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108

0週（前血清） <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

1週 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

2週 4 8 <4 <4 <4 <4 <4 8

3週 8 8 8 <4 8 16 8 8

4週 8 8 16 8 16 32 16 16

5週 8 8 32 8 8 16 16 16

6週 4 8 16 8 8 16 16 16

7週 4 8 16 4 8 16 16 16

8週 4 8 16 4 8 16 8 16

9週 4 4 16 4 8 16 8 16

10週 4 4 16 <4 4 8 4 16

11週 nd 4 nd nd nd nd nd nd

12週 4 4 16 <4 8 8 <4 8

13週 nd 4 nd nd nd nd nd nd

16週 4 - 8 <4 4 4 <4 8

20週 4 - 8 <4 4 4 4 8

24週 <4 - 16 <4 4 <4 <4 4

28週 <4 - 16 <4 <4 <4 <4 <4

30週 <4 - 8 <4 <4 - <4 <4

32週 <4 - - <4 <4 - <4 <4

HI抗体検出期間（週） 2-20 2-12< 3-30< 4-9 4-24 3-20 3-20 2-24

- : 事故死 nd: not done（未実施）

ウズラ個体番号 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108

ウイルス分離 気管 + + + + + + + +

（接種４日目）クロアカ + － + － － － + －

以上の結果から、抗H7N6抗体のみが陽性であった4農場（4～7例目）につい

ても、検査材料の採材時からその20-24週前までの間に農場内にウイルスが存



在していたことが示唆された。

６ あいがもにおける感染性試験

あいがもにおける感受性、増殖性を調べるためあひる（チェリバレー種）4週

齢 8羽にQA1株を107.0 EID50 /羽 経鼻接種し、接種3日後に4羽を安楽死させウ

イルスの体内分布を検索した。残りの4羽については感染14日後まで臨床症状の

観察を行った後、安楽死させ血清を採取、HI試験、及びELISA試験により抗体の

検出を行った。

ウイルス接種3日後に安楽死したあいがも4羽からは、脳、気管、肺、腎臓、結

腸いずれの臓器からもウイルスが検出されなかった。残りの4羽については、14日間

の観察期間中、臨床症状を示すことはなかった。接種14日後の血清において、HI

抗体は認められなかったものの、ELISAによる抗体は検出された。

７ 豚における感染性試験

豚における本ウイルスの感染性、増殖性を調べるために2頭のSPF豚に10
7.7
E

ID50 /頭 のQA1を経鼻接種し、接種後0から7日後に鼻腔スワブを採取してウイル

ス力価を測定した。

接種14日後に安楽死させ血清を採取、HI試験、及びELISA試験により抗体の検

出を行った。

表6に示すように、1例は接種1日後から6日後まで鼻腔でのウイルスの増殖が確

認された。もう1例においても、接種2日目から5日目、及び7日目にウイルスの増

殖が確認された。また、観察期間中にいずれの豚においても臨床症状は認められ

なかった。接種14日後に採取された血清においては、両検体でELISA抗体が検出

された。



８ マウスにおける感染性試験

哺乳類モデルの一つであるマウスにおける本ウイルスの感染性、増殖性を調

べるために6週齢BALB/c (♀) 16匹にネンブタール麻酔下で10
6
EID50のウイルス

（QA1）を経鼻接種、感染3日、6日後に各3匹安楽死させ、体内でのウイルス分

布を検索した。残りの10匹については、感染14日目まで臨床症状を観察すると

ともにアガロース免疫沈降法（AGP）により、抗インフルエンザウイルス抗体

の検出を行った。その結果、ウイルス感染3日後の肺で3例中3例からウイルス

が回収され（平均ウイルス力価log10EID50/g±標準偏差: 3.5±0.7）、感染6日

後には3例中1例の肺からウイルスが回収された（ウイルス力価log10EID50/g：1.

0）。脳、脾臓、肝臓、腎臓からはウイルスは回収されなかった。また、臨床

観察に供したマウスは、感染後14日まで臨床症状を示さなかった。感染14日後

に採取した血清10検体は、AGP法によりすべて陽性が確認された。



第５章 野生生物に関する情報について

１ 愛知県豊橋市近隣における渡り鳥の動向

1.1 渡り鳥の生息状況

発生のあった場所が位置する渥美半島は、太平洋に沿って西に向かって伸び

ているため、渡りにともなって太平洋側を移動する鳥類、特に東から西に移動

する鳥類の多い秋には、渡りの重要なルートとなっている。ただし、渡りの時

期は9月中旬から10月が中心で、サシバやハチクマなど猛きん類やヒヨドリな

ど森林や草原性の小鳥類が主である。また、これらの鳥は日本国内で繁殖した

鳥が南方の越冬地に向かうものがほとんどと考えられるので、この時期に渡り

鳥が感染発生場所にウイルスを持ち込むことはあまり考えられない。

ウイルスを保持している可能性の高いカモ類については、本州の他の地域と

同様に、愛知県内や渥美半島が越冬地となっている。環境省の「ガンカモ類の

生息調査」結果より、最近5年間の愛知県のカモ類の越冬状況を表1に、渥美半

島（豊橋市および田原市）での越冬状況を表2に示した。環境省の「ガンカモ

類の生息調査」は、毎年1月中旬に実施されている。愛知県全体では約10万羽

のカモ類が、渥美半島の豊橋市及び田原市には約1万羽から2万羽のカモ類が越

冬している。渥美半島地域では、2006年に3万8千羽のカモ類が記録されている

が、このうち2万羽が海域を主な生息場所とするスズガモである。これらのカ

モ類は、主として東シベリアやロシア東部、中国東北部、アラスカから飛来し

てくるものと考えられる。



表１.愛知県のガンカモ類の生息数

（環境省 ガンカモ類生息調査 2004年度から 2008年度調査より）

表 2.渥美半島（豊橋市および田原市）のガンカモ類の生息数

（環境省 ガンカモ類生息調査 2004年度から 2008年度調査より）



1.2 発生農場と野鳥

発生のあった農場は丘陵地や台地上に位置し、周囲は畑や小規模の樹林に囲

まれていた（写真.1）。小規模の水田は見られるが、カモ類など水鳥類は農場

の周辺に降りることはほとんど無いと考えられる。

各農場では、窓に網を張るなどの野鳥の侵入防止対策はとられていたが、網

の目が破れていたり（写真.２）、換気口や屋根に巣が作られていたりした事

例（写真.3、写真4）が見られた。実際に、屋内にスズメが入っていることが

確認された場所もあった（写真.5）。

写真.1 感染発生地周辺の景観

写真.２ 網の目が破れていた事例



写真.３ 換気口に巣が作られていたりした事例

写真.４ 屋根に巣が作られていたりした事例



写真.５ 屋内にスズメが入っていることが確認された事例

２ 野生生物の生息状況

今回発生のあったうずら飼育農場は、渥美半島の基部、豊橋市郊外の丘陵地

や台地上に位置し、農場の周囲は主に畑地であった。南と北西方向に海が近く、

発生地周辺に特に大きな河川は存在しないが、調整池が多く存在している。万

場調整池では視察時（3月19日）にカモ類5種（カルガモ、マガモ、ハシビロガ

モ、オナガガモ、コガモ）、アオサギ、カワウ、ハクセキレイ、ツグミなどが

見られた。

視察時の状況及び聞き取りからは、ネコやイヌの他には中型以上の哺乳類の

うずら舎への接近は見られないようであった。うずら舎の周囲ではハシブトガ

ラスやヒヨドリが見られ、うずら舎の排気口にムクドリが営巣していた農場が

あった。スズメは多く、うずら舎の屋根や飼料庫の上、うずら舎周囲の倉庫内

などで見られた。発生農場の一つに隣接している堆肥場は開放的な施設で、発

酵熱で暖かいことから、ネコやスズメ、ハエなどの野生生物が集まる可能性が

考えられたが、実際には堆肥の表面は70度程度の高温になることから、ネコの

姿は時々見かけるものの、鳥もハエも少ないとのことであった。しかし、堆肥

の生産では糞や死体などを入れてその上に発酵の進んでいる堆肥をかけて発酵

させるが、新しい材料を入れたばかりの時にはカラスが来るという話もあった。

視察時にうずら舎内では、ハエ目の昆虫、コウチュウ目の昆虫（ゴミムシダ

マシ類）やハサミムシ目の昆虫（ヒゲジロハサミムシ等）、クモ類などの死体



が多く確認され、特にうずら舎内のハサミムシ類は鶏舎よりも多い印象であっ

た。これらの昆虫やクモ類の移動性は低く、うずら舎に依存して主にうずら舎

内で生活していると考えられる。肉食傾向が強い種類で、うずら舎内の虫等を

捕食していると考えられるが、鶏舎よりもうずら舎で多く見られたことから、

タンパク質含量が高いうずらの餌や糞を食べている可能性も考えられた。

うずら舎は温度管理や日照管理の必要などから、構造的に閉鎖性が高いもの

が多かった。しかし、一部のうずら舎ではスズメが中を飛んでいるのが目撃さ

れ、一部のうずら舎ではハツカネズミの糞が見られた。聞き取りでは、イエネ

ズミ（ハツカネズミ、ドブネズミ、クマネズミ）はどの農場も以前から生息し

ており、駆除業者が1ヶ月に1回程度、定期的に入って駆除作業（毒餌設置）を

行っているとのことであった。スズメ以外の鳥類が入っているのを見たという

話はなかった。

３ 環境省における野鳥のウイルス保有状況調査

環境省では、愛知県豊橋市のうずら農場でH7N6亜型の高病原性鳥インフル

エンザ（弱毒タイプ）が確認されたことを受け、2009年3月11日～13日に豊橋

市内で野鳥の鳥インフルエンザウイルス保有状況調査を実施した。

3.1 検体の採取

① ガンカモ類の糞便採取調査

豊橋市佐藤町（長三池）で75個の糞便を採取した。

豊橋市磯部下地町（梅田川下流右岸）で35個の糞便を採取した。

豊橋市東赤沢町（万場調整池）で 20個の糞便を採取した。

いずれの採取も3月12日に実施した。また、当日の観察状況から、採取し

た糞便のうち、長三池及び梅田川下流右岸の糞便はヒドリガモのもの、万場

調整池の糞便はマガモ及びカルガモのものと思われた。

② 野鳥捕獲調査

豊橋市杉山町大取下にある池の周囲の湿地で、3月11日～13日にかすみ網3

0枚を設置し、野鳥を捕獲した。

捕獲数は、15種100個体で詳細は以下のとおりである。



捕獲した野鳥の種類と数

種 名 数

渡り鳥 ヒクイナ 1

アリスイ 1

ジョウビタキ 1

アカハラ 1

シロハラ 3

カシラダカ 1

アオジ 42

シメ 8

留 鳥 キジバト 1

コゲラ 1

ヒヨドリ 1

モズ 8

ウグイス 16

メジロ 12

ホオジロ 3

合計(15種) 100羽

捕獲した個体から、綿棒により、気管粘膜拭い液と総排泄腔粘膜拭

い液を採取した。

3.2 検査方法及び結果

採取したガンカモ類の糞便及び野鳥の気管粘膜拭い液と総排泄腔粘膜拭い液

を（独）国立環境研究所において、LAMP法（栄研化学株式会社）により、A型

インフルエンザウイルスの有無を検査した。検査の結果、採取したガンガモ類

の糞便及び野鳥の気管粘膜拭い液と総排泄腔粘膜拭い液のすべての検体からA

型インフルエンザウイルスは確認されなかった。

また、2008年10月より全国で野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルスの保

有状況調査をガンカモ類の糞便及び死亡野鳥の気管粘膜拭い液と総排泄腔粘膜

拭い液を検体として実施しているが、現在まで、H7N6亜型の鳥インフエンザウ

イルスは確認されていない。

４ 野生生物によるウイルス運搬の可能性について

うずら舎の外から中へのウイルスの運搬に関して、うずら舎に日常的に出入

りしている生物は、前述のように主にイエネズミと考えられ、一部のうずら舎

ではスズメが出入りしていた。

うずらは小型で飛翔能力が高いため、高さの低いケージに集団で飼育する方

法が採られており、飲水は配水管からニップルで供給されていた。このため、



うずら舎内にスズメが入っても直接接触や水を介して感染する可能性は極めて

低いが、餌や糞を介する感染の可能性は考えられた。一方、イエネズミの場合

は卵やうずらの食害があるという話であり、直接接触の可能性も考えられた。

また、スズメと同様に水を介する感染の可能性は低いが、餌や糞便を介する感

染は可能性としては考えられた。しかし、今回の発生がうずらに限られており、

近縁のウイルスの存在が現在までにうずら以外では認められていないことか

ら、ウイルスのうずら舎内への運搬、農場間の運搬ともに、実際に野生生物が

関与した可能性は低いものと推測される。



第６章 総合的考察

1 発生の特徴について

1.1 発生場所

発生地域は愛知県豊橋市南部の渥美半島基部に位置し、山間部からはおよそ

10km程度離れた太平洋沿岸地域の洪積台地にある。周辺地域に池や河川はある

ものの、発生農場周辺は畑作地帯であり、水田や湿地帯はあまり多くない。

高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された７農場は全てうずらを飼育す

る農場であり、ほぼ10km圏内の狭い地域に限局して発生している。愛知県は全

国のうずら飼養羽数の60％以上を占めるうずらの主要産地であり、なかでも豊

橋市は愛知県の飼養羽数の80％以上を占めている。特に豊橋市南部はうずら農

場が集中しており、今回の発生はうずら農場の密集地域での発生であった。一

方、愛知県は養鶏産業も盛んであり、今回の発生に伴う移動制限区域内にも合

計30カ所の養鶏場とあいがも農場があったが、これらの養鶏場やあいがも農場

では感染が認められていない。

今回の高病原性鳥インフルエンザの発生の特徴として、うずらを含む家きん

の農場が密集する地域で、うずら農場のみに発生が認められたことが挙げられ

る。

発生場所



発生農場と周辺農場の位置関係（赤：発生農場、緑：うずら農場、青：養鶏場、

黄色：あいがも農場）

1.2 発生の時期

2009年2月下旬から、3月初旬までに合計7農場で感染が確認された。うずら

を対象とした鳥インフルエンザの検査は、2008年に強化されたモニタリングに

基づいて初めて行われたものであり、それ以前に検査は行われていない。した

がって、周辺地域の養鶏場ではモニタリングによって定期的に陰性が確認され

てきたものの、うずら農場については過去の検査に関する情報はない。また、

感染農場においても、過去において感染を疑う臨床症状や産卵率の低下などの

変化は認められていない。このため、これらの感染農場へウイルスが侵入した

時期や最初にウイルスが侵入した農場を推定することは困難である。

2 分離されたウイルスについて

2.1 遺伝子情報

第1例目から第3例目までの発生農場から合計6株のウイルスが分離された。

これらの遺伝子解析を行い、既知のウイルス株の遺伝子情報と比較したところ、

分離株と近縁の株は認められなかった。このため、分離株遺伝子情報を用いて、

その由来を推察することはできない。



2.2 病原性と宿主

本ウイルスは、鶏に対する静脈内接種試験及びHA蛋白の開裂部位のアミノ酸

配列から、弱毒タイプと判定されたが、開裂部位に塩基性アミノ酸が3残基連

続して認められたことから、本ウイルスがさらにうずら間で感染を繰り返すと、

塩基性アミノ酸がさらに加わり、強毒タイプのウイルスに変化していた可能性

が推察された。（一般に強毒タイプのウイルスでは、開裂部位に４残基以上の

塩基性アミノ酸の連続が見られる。かも等の自然宿主が保有するウイルスでは、

当該部位の塩基性アミノ酸数は通常１～２残基であり、自然宿主体内ではそれ

以上の増加は見られない。）

本ウイルスのうずらへの感染試験では、1羽を除き臨床症状を示さなかった。

うずらにおける主要なウイルス増殖部位は上部気道であったが、消化管でも増

殖することが確認された。また、ウイルスが脳からも分離されていることから、

1羽に見られたように低い頻度で神経症状を呈する個体がある可能性は否定で

きないと考えられる。

鶏及びあいがもでの感染試験では、抗体の産生は確認されるものの、どちら

も臨床症状は示さなかった。鶏では咽喉頭からのみウイルスが分離されたが、

あいがもからは分離されなかった。したがって、鶏やあいがもでの分離ウイル

ス株の増殖性は良くないと考えられる。なお、ウイルスを接種した豚では鼻腔

スワブから、また、マウスでは肺からそれぞれウイルスが分離され、これらの

ほ乳動物でも感染増殖することが確認された。

2.3 伝播力

伝播試験において、うずらの間では直接伝播、飛沫等による間接伝播が成立

することが確認されたことから、分離ウイルス株はうずらの間では容易に伝播

すると考えられる。一方、鶏から鶏、うずらから鶏への実験的伝播は成立しな

かったため、うずらに比較して鶏には伝播しにくいと考えられる。

2.4 分離ウイルス株の特徴

分離ウイルス株間の比較では、同一農場由来の株はHA遺伝子の塩基配列でほ

ぼ100％の相同率を示したが、異なる農場由来株間では相同率が96％であり、

わずかな相違が見られた。これらのウイルス株が同一起源のウイルスから分化

したとすると、この相違を得るためには一定期間家きんなどの間で継代・維持

される必要があると推定された。さらに、①HAの開裂部位のアミノ酸配列で、

家きんの中で一定期間継代されたことを示唆するアミノ酸置換が見られるこ

と、②感染試験や伝播試験において、分離ウイルス株が鶏やあいがもに比較し



てうずらに高度に馴化していることを示す結果が得られていることを考慮する

と、今回分離されたウイルスは、うずらにおいて長期間継代・維持されていた

可能性があると考えられる。

3 発生地域のうずら農場の飼育形態について

3.1 豊橋市内のうずらの飼養形態

産業利用からみたうずらの特徴は、小型であるため少ない面積で多数羽が飼

育できること、性成熟が早く40～50日齢で産卵を開始すること、産卵能力が高

いこと、強健で飼育管理が容易であることなどが挙げられる。

豊橋市で実施した現地調査によれば、うずらの一般的な飼育方法は、導入又

は自家生産で孵化した初生ひなを幼雛用育雛器で10日間程度飼育後、中雛用ケ

ージに移し、30日齢程度まで飼育する。その後、成鶉用ケージで1年間程度採

卵用として飼育することが一般的であった。1つの成鶉用ケージには30～50羽

のうずらが飼育されており、それらのケージを並べた立体型の多段式の構造を

持つうずら舎が多い。生産された卵のうち、生食用卵はGPセンターにおいて洗

浄・消毒の上パック詰めがなされ、加工用卵は加工工場において湯煎後、水煮

などの製品に加工される。また、うずらの肉も一部食肉用やペットフード用と

して利用されている。繁殖に関して、種鶉のみを専門に飼育する農場がわずか

にあるものの、採卵用のうずらと同一の農場で種鶉を飼育し、種卵の生産を行

っている。得られた種卵は自農場内の孵化施設、または孵化を専門に行う施設

あるいは共同の施設に運ばれ、孵卵や初生ひなの雌雄鑑別が行われる。

農場の経営形態は、種鶉を飼育して初生ひなの生産から採卵まで一貫して行

う農場、種鶉は飼育するが孵卵を専門の業者へ委託する農場、種鶉を持たずに

ひなを外部から導入して採卵のみを行う農場に分けることができる。一貫して

行う農場は孵卵施設が必要となるため、農場の規模が大きい傾向にある。豊橋

市内には養鶉農協があり、組合員農場の孵卵や卵の集荷を行っているが、組合

に参加せずに独自に加工施設と契約して卵を出荷している農場も多い。

3.2 発生農場の飼養形態

感染が認められた7農場の飼養規模は11～67万羽であり、豊橋市内の他のう

ずら農場9カ所の飼養規模（2～10万羽）に比較して大きい。発生農場は全て採

卵用のうずら飼育農場であり、孵卵施設を持って一貫した経営を行う農場が2

カ所、種鶉を飼育するが孵卵を委託あるいは共同で孵卵施設を持つ農場が3カ

所、初生ひなを導入している農場が2カ所であった。うずら舎の多くはセミウ

インドウレスタイプで、自動集卵・集糞ベルトなどの機械設備を持つ農場が多



かった。

発生農場の卵の出荷先、初生ひなの導入元、飼料の購入先、堆肥場等の利用

施設は様々であり、特定の業者に関連してのみ発生したとは考えられなかった。

一方、発生農場間はうずらの移動、共通する施設の利用、人や物などの動きに

よって、直接又は間接的な関連が認められた。

発生農場のうち、一部の大規模農場ではうずら舎毎にオールアウトしていた

が、他の多くの農場では廃用月齢に達したうずらのみを出荷し、その後に新た

なうずらを導入していたため、月齢の異なるうずらが同一うずら舎内で混合し

て飼育されていた。また、いずれの農場も清掃消毒などの一般的な衛生対策や

金網の設置による野鳥対策を実施していた。農場に出入りする人や物の消毒や

うずら舎毎の作業着・靴の設置などの疾病の侵入・まん延防止対策が不十分な

農場も見られた。

4 侵入・感染経路について

4.1 発生地域への侵入

4.1.1 野鳥

渥美半島は日本における水鳥の大規模生息地の一つとして知られており、越

冬のためにシベリアや中国東北部などから飛来するカモ類も多い。発生農場の

周辺地域には調整池が存在し、カモ類も飛来すると考えられるが、糞便採取調

査や捕獲調査でウイルスの存在は確認されていない。また、発生農場周辺は畑

作地帯であり、カモ類が好む水田や湿地帯ではないため、農場周辺にカモ類が

飛来する可能性は低いと考えられる。一方、農場においては、金網の設置など

によって野鳥の侵入防止対策が講じられていたが、一部ではスズメやムクドリ

が出入りしているところがあった。

過去において、これらの野鳥が保有するウイルスが、何らかのルートを介し

て発生地域のうずら農場へ持ち込まれた可能性を否定することはできないが、

現時点において、これらの可能性を評価することは困難である。

4.1.2 その他の侵入経路

海外を含む他の地域からこの地域にウイルスが持ち込まれた可能性として、

家きん、人、物を介した侵入が考えられるが、侵入時期を特定できないこと、

近縁ウイルスの存在が確認できないことから、過去におけるこれらの可能性を

評価することは困難である。仮に、最近持ち込まれたとすれば、分離ウイルス

株は鶏やあいがもに比較してうずらでの増殖性が高いことから、地域外のうず

らやうずらと接触した人や物によって持ち込まれた可能性が高いと考えられる



が、日本の他のうずら農場では感染が確認されておらず、また、調査において

そのような可能性を示唆する事実は確認されていない。

4.2 農場間の伝播

農場間の伝播に関わった可能性のある要因の一つに生きたうずらの農場間の

移動が挙げられる。外部から初生ひなを導入していた感染農場は5農場あり、

このうち2農場は、導入元農場での感染が確認されている。また、2農場は共通

の外部孵化場に委託をしていたが、この孵化場では廃うずらの処理も同一施設

内で行っており、感染が確認された複数の農場から廃鶉を集めていた。さらに、

種卵生産のための雄ひなを由来農場を特定せずに導入していた農場もあった。

不十分な衛生管理によって孵卵施設でひなが感染した場合、それら感染ひなの

導入を通じて農場にウイルスが持ち込まれることはあり得る。

人の動きに関して、共通の廃鶉処理業者がうずら舎内でうずらの回収作業を

行うなど、感染農場間に共通する人の動きも見られた。また、初生ひなの運搬

容器、加工用出荷卵のトレイ、廃うずら用の回収容器などが農場間で共通して

使用されている事例もあり、これらが十分に洗浄消毒されていなければ、ウイ

ルス伝播の要因となり得たと考えられる。さらに、堆肥場へ糞を運搬するトラ

ックや集卵のためのトラックなど農場へ出入りする車両への消毒対策が不十分

な農家も見られた。

今回の発生においては、各農場での感染時期が特定できないため、農場間で

の伝播の方向や各農場への侵入経路を特定することはできないが、生きたうず

ら、人、物が感染農場間で移動していたことから、これらの移動を通じて農場

間に伝播した可能性が考えられる。一方、3農場から分離されたウイルス株に

相違が見られたこと、また、同様の感染リスクがあった多くのうずら農場で感

染が確認されていないことは、農場間の伝播はそれほど高率に起こっていなか

ったことを示唆している。

4.3 農場内の伝播

多くの農家で複数のうずら舎で抗体陽性うずらが摘発されていること、また、

月齢の若いうずらにも抗体陽性が確認されていることから、農場内で感染が持

続し、うずら舎間でもウイルスが容易に伝播する状況にあったと考えられる。

多くの農場ではうずら舎毎のオールアウトを実施していなかったため、徹底

した洗浄消毒がなされずにうずら舎環境中にウイルスが残存しやすい状態にあ

り、また、うずら舎内に継続的に若いうずらを導入することにより、ウイルス

の感染サイクルを維持しやすい状態にあった。このことが農場内でウイルス感

染を持続させていた要因であったと考えられる。また、種鶉の感染が確認され



た農場もあり、種卵の汚染によりひなが感染するリスクは高く、感染したひな

を通じて感染が拡大した可能性も否定できない。さらに、いくつかの農場で見

られたように、うずら舎毎の作業着・靴の専用化、消毒の徹底などのまん延防

止対策が十分に行われていないため、うずら舎間で伝播したものと考えられる。

5 疫学調査結果のまとめ

今回の発生においては、感染うずらが臨床症状を示さなかったことから、疫

学調査において農場への侵入時期を推定することができなかったが、ウイルス

の性状解析から相当期間前に発生地域のうずら農家に侵入していたことが疑わ

れた。

発生地域以外への拡大がみられなかったことから、既にうずらに馴化したウ

イルスが存在し、最近になって何らかのルートで発生農家のみに別々に持ち込

まれた可能性も否定できないが、①96％の相同率を示す3種類の近縁なウイル

ス株が、狭い限局した地域の農場のみに別々に持ち込まれたとは考えにくいこ

と、②周辺の野鳥やうずら以外の家きん農場での感染が確認されていないこと、

③全国のうずら農場の調査においても感染が確認されていないこと、からその

可能性は比較的低いと考えられる。

一方、発生地域はうずらの主要生産地帯にあり、近接するうずら農場間に共

通するうずら、人、物の移動が認められ、また、うずら舎においてうずらのオ

ールアウトがなされていないなど、一度侵入したウイルスがうずら農場間及び

農場内で長期間維持されやすい状況にあったことが確認された。

以上から、今回の発生に関して、発生地域への侵入経路を特定することはで

きなかったが、相当期間前に侵入したウイルスが発生地域のうずら農場間・農

場内で維持されていた可能性が示唆された。

6 疫学調査結果に基づく疾病防除対策への提言

今回の発生はうずら農場に限局したものであったが、発生地域におけるうず

らの飼養管理形態において、養鶏に見られる一般的な形態とは異なる点がみら

れた。それらはうずら特有の飼育方法に由来するものもあるが、衛生管理の面

からは、養鶏業において採用されている仕組みを参考にして改善する余地があ

ると考えられる。発生地域の現地調査を通じて考えられたうずら農家における

疾病防除対策の改善に向けて検討すべき事項を以下に提言する。

① オールアウトによる病原体排除の徹底

オールアウトによって空舎期間を設け、徹底した清掃消毒を実施する



ことはうずら舎環境中に存在する病原体を排除し、疾病の感染サイクル

を断ち切る意味で重要である。これに加えて、日常的なうずら舎内外の

消毒の徹底も重要である。

② 安全なひなの供給体制の確立

病原体に感染したひなの供給は疾病のまん延・拡大につながるため、

種うずらの飼育、ふ化業務、雌雄鑑別、配布などを含め、総合的に安全

なひなの供給体制の確立を図ることが重要である。

③ 農場内の衛生管理体制の徹底

病原体の侵入及びまん延防止のためには、農場内のうずら舎や器具機

材の清掃消毒はもちろんのこと、農場に出入りする人、物、動物に対す

る適切な対策を行うとともに、死うずらや廃うずらの処理を衛生的に行

う必要がある。また、専用の作業衣・靴を設置するなどうずら舎間での

まん延防止対策も重要である。

④ 地域で連携した取組

疾病対策は個々の農場の責任で実施する必要があるが、より一層の対

策の効果を上げるためには、集卵トレイの消毒等流通・加工分野まで含

めた地域全体で連携して取り組むことが重要である。そのためには、個

々の農家や関係者が疾病防除に対する意識を向上させることが不可欠で

ある。

⑤ 野鳥等のうずら舎内への侵入防止

野鳥等のうずら舎への侵入を防止することは、ウイルスの持ち込みの

防止等に寄与することから、更に徹底を図る必要がある。


