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図８ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/1/1～2019/1/31） 
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図９ 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/2/1～2019/2/28） 
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図 10 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/3/1～2019/3/31） 
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図 11 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/4/1～2019/4/30） 
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図 12 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/5/1～2019/5/31） 
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図 13 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/6/1～2019/6/30） 
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図 14 野生イノシシの豚コレラ検査の状況（2019/7/1～2019/7/31） 
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図 15 岐阜市内で 2018年６月～９月に発見された死亡イノシシの推定死亡原因 
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３ 疫学調査の目的及びその調査方法 

 

（１）疫学調査の目的 

CFSVの国内及び農場・豚舎（以下、イノシシの飼養施設含む）内への侵入ルー

トを究明し、当該ルートを遮断するための対策を提示すること。 

 

（２）調査方法 

発生直後より、「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」（平成 25 年６月

26 日農林水産大臣公表、平成 30 年 10 月 31 日一部改正、以下「豚コレラ防疫指

針」という。）第 15 の規定に基づき、ウイルス学、疫学、野生動物等の専門家で

構成される「拡大豚コレラ疫学調査チーム」を設置し、CSFVの農場及び豚舎内へ

の侵入ルートについて、科学的データに基づいた分析、評価等を行った。 

 

ア 発生直後の現地調査 

豚コレラ防疫指針に基づき、農林水産省、岐阜県及び愛知県は、発生農場の

飼養衛生管理の状況や農場周囲の状況を確認するため、発生後速やかにすべて

の発生農場に対する現地調査を実施した。 

イ 分離ウイルスの性状分析 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門（以下

「動物衛生研究部門」という。）において、病原性や伝播性を検証するため、感

染豚から分離された CSFVを用いた感染試験を行った。 

また、発生農場への侵入ルートについて CSFVの遺伝学的な観点からの分析を

行うため、感染豚及び感染イノシシから分離された CSFV を用いた遺伝子解析

（５’-非翻訳領域及び全ゲノムの塩基配列解析）を実施した。 

更に、我が国で備蓄している豚コレラワクチンの今般の流行株に対する有効

性を評価するための試験を実施した。 

ウ 各発生農場へのウイルス侵入時期の推定 

各発生農場における遺伝子検査及び血清抗体検査（病性鑑定、殺処分前検査、

移動制限区域内での発生状況確認検査や清浄性確認検査等）の結果や現地調査

の結果等から、総合的に判断した。 

エ 拡大豚コレラ疫学調査チーム検討会 

上記アからウまでで収集分析した結果をもとに、拡大豚コレラ疫学調査チー

ム検討会において、想定される感染経路や防疫措置等について検討した。 

検討会の開催状況は以下のとおり。 

第１回検討会 2018年９月 28日 

第２回検討会 2018年 11月 20日（持ち回り開催） 

第３回検討会 2018年 12月 18日 

第４回検討会 2018年 12月 28日（持ち回り開催） 

第５回検討会 2019年２月 22日 

第６回検討会 2019年３月 28日 
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第７回検討会 2019年５月 21日 

第８回検討会 2019年７月 18日 

第９回検討会 2019年８月８日（持ち回り開催） 
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４ 分離ウイルスの性状分析  

 

（１）ウイルス遺伝子の解析 

   まず、2018年に岐阜県岐阜市内の農場で発生した、国内１例目となる豚コレラ

発生事例の病性鑑定時の検体から分離された CSFV について、過去の国内発生事

例や海外の発生事例との関連性を検討するため、ウイルス学的解析を行った。   

CSFV 遺伝子のうち、CSFV の型別において最も広く利用されている５'非翻訳領

域の 150塩基について、近年のアジア流行株や、CSFVのグループ（Genotype）や

サブグループ（Subgenotype）の検討に用いられる参照株との類縁関係を明らかに

した。この結果、2018年の国内分離株は、Genotype 2のうち、Subgenotype 2.1

に属していた（図 16）(Postel et al., 2019)。また、１例目から分離されたウ

イルスの遺伝子の全長の塩基配列を明らかにし、同様の比較を行ったところ、こ

の株は 2017年に中国から分離された株などと同じ、Subgenotype 2.1のうち 2.1d

群に分類された(Nishi, Kameyama, Kato, & Fukai, 2019)。CSFV は、３つの

Genotypeに分かれることが知られており、国内で備蓄されているワクチンを含む

ワクチン株の多くは Genotype 1に属している。また、2.1dに属するウイルスは、

近年、中国国内で発生している、弱い病原性を示す豚コレラの原因であることが

報告されているが、中国以外の東アジア地域の各国では、流行株の解析が進んで

いないことから、これらの国でも近縁の株による発生が起こっている可能性は否

定できない(Postel et al., 2019)。したがって、2018年の国内発生例で認めら

れたウイルスは、中国またはその周辺国から侵入したウイルスであると推定され

た。 

 

   更に、１例目から 28 例目までの農場発生事例及び野生イノシシから得られた

CSFV国内分離株の遺伝子について、同じ領域の 150塩基を解析したところ、これ

らの株間での相違は最大１塩基と極めて類似していた。このことは、少なくとも

１例目から 28 例目までの一連の発生については、最初に国内へ侵入したウイル

スが感染・伝播して拡散したことによる可能性が高く、複数回にわたってウイル

スが海外から侵入した可能性は低いことを示している。 

 

次に、国内の発生農場や野生イノシシの感染事例の間の関連性を検討するため、

13例目と 21例目を除く 27例目までの分離株と、これらの疫学関連農場の一部及

び感染イノシシ由来の分離株を対象に、CSFVの全塩基配列を決定（もしくは解析）

して系統樹を作成した（図 17）。 
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図 16 ５'非翻訳領域に基づく遺伝子系統樹 
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なお、作成した系統樹の解釈にあたっては、次の点に注意する必要がある。 

   ・RNAウイルスである CSFVは、遺伝子変異の修復機構を有しておらず、増殖・

伝播の過程で容易に変異するため、同じ個体や同じ農場であっても、異なる

遺伝子を有するウイルスが同時に存在すること。 

・ウイルス分離や塩基配列の決定の過程においても解析結果に偏りが生じる

可能性があること。 

・横方向の枝の長さは、遺伝的距離（株間の塩基配列の違いが大きいほど、横

方向の合計の長さが長い）を示すが、縦方向の株間の距離や順番には意味が

ないこと。 

   ・図 17 のウイルスは、あくまでも分離された株の解析結果を反映したもので

あり、実際に存在したであろう株の一部に過ぎないこと。このため、ある株

間の近縁性が示されても、同様に近縁性のある他の株の存在を否定するもの

ではないこと。 

     

これらの制約を踏まえつつ、作成した系統樹から、次の点が推定された。 

   ・７例目（岐阜県各務原市）の発生農場から豚を導入した７例目疫学関連農場

（岐阜県本巣市）で分離された株は、７例目の発生農場で分離された株と近

縁と考えられる。 

・８例目（愛知県豊田市）の発生農場から豚を導入した８例目疫学関連農場（愛

知県、長野県、岐阜県、滋賀県、大阪府）で分離された株は、８例目の発生農

場で分離された株と近縁と考えられる。 

・９例目（愛知県田原市）の発生農場と同じ養豚団地内に所在する９例目疫学

関連農場で分離されたウイルスは、９例目の発生農場で分離された株と近縁

と考えられる。また、これらの株は、14 例目（愛知県田原市）、16 例目（愛

知県田原市）、23例目（愛知県田原市）及び 22例目（愛知県瀬戸市）の発生

農場で分離された株とも近縁と考えられる。 

・10例目（岐阜県瑞浪市）の発生農場から分離された株は、20例目（岐阜県恵

那市）の発生農場から分離された株と近縁と考えられる。 

・12例目（岐阜県山県市）の発生農場から分離された株は、24例目（岐阜県山

県市）、25例目（岐阜県山県市）及び 26例目（愛知県田原市）の発生農場か

ら分離された株と近縁と考えられる。 

・15 例目（愛知県瀬戸市）の発生農場に隣接する 19 例目の発生農場から分離

された株は、15例目の発生農場から分離された株と近縁と考えられる。 

・6例目及び 8例目（近縁とされたウイルスを含む、以下同じ）、11例目、12例

目、15 例目及び 27 例目からの分離株については、それぞれの株に近縁な株

が、野生イノシシで認められた。 
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遺伝子情報データベース GENBANK で最も初発例の分離株に近縁であった中国

分離株（BJ2-2017）を参照株とした。MAFFTでアライメントした後、遺伝子系統

樹は MEGA Xを使って最尤法で作成した。 

図 17 全ゲノム情報に基づく遺伝子系統樹 
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（２）ウイルスの病原性解析（豚及びイノブタでの感染試験） 

 

ア １回目 

我が国で 26 年ぶりの発生となった豚コレラの原因ウイルスを、2018 年９

月に発生した国内１例目となる豚コレラ発生事例（岐阜県岐阜市）の感染豚

の血液から CPK 細胞を使って分離した。当該ウイルス株（JPN/1/2018 株）の

病原性や体内動態、排泄状況、免疫応答等の知見を得るため、豚を用いた感染

試験を行った。同時に、一般的に標準株として用いられる米国分離強毒株（ALD

株）の感染実験も実施し、結果を比較することによって JPN/1/2018株の特徴

を明らかにした。 

 

実験プランは以下の通りである。豚を３群に分け、１群では、JPN/1/2018株

を豚２頭に経口投与し、翌日豚２頭を同居させた（実験①）。２群では

JPN/1/2018 株を豚２頭に筋肉内接種し、翌日豚２頭を同居させた（実験②）。

対照となる３群では ALD 株を豚２頭に筋肉内接種し、翌日豚２頭を同居させ

た（実験③）。いずれの群も接種ウイルス量は 106.5 TCID50に統一した。これら

３つの実験群を設定し、臨床症状の観察と材料の採取を15日間毎日実施した。 

 

筋肉内接種試験において、ALD株接種豚では接種後１～２日で発熱（40℃以

上）及び白血球減少（10,000個/μL以下）が確認され、接種後５日目には下

痢、起立困難、神経症状を示し瀕死状態に陥ったが（実験③）、JPN/1/2018株

接種豚は接種後15日目 (試験終了日)まで生残した（実験②）。しかしながら、

JPN/1/2018 株接種豚も、ALD 株接種豚と同様に、40℃を超える発熱及び白血

球減少(10,000個/μL以下)を示した。 

JPN/1/2018 株の経口接種豚においても同様に、40℃を超える発熱及び白血

球減少(10,000 個/μL 以下)を示したが、接種後 14 日目まで生残した（実験
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①）。 

 一方、JPN/1/2018 株接種豚と同房で飼育した同居豚も感染し、40℃を超え

る発熱、白血球減少(10,000個/μL以下)の臨床症状を示した（実験①及び②）。

また、JPN/1/2018 株のウイルス遺伝子は、接種豚・同居豚ともに唾液、鼻汁

及び糞便から検出を確認後、実験終了まで検出され続けた。血中の抗体はウ

イルス接種後、同居後ともに約２週間経過してから検出されることが明らか

となった。。 

 

瀕死状態に陥った際及び実験終了時には解剖して病変を確認した。使用し

た株が JPN/1/2018 株か、ALD 株かに関わらず、また、接種豚・同居豚にかか

わらず感染が確認された個体には、結膜炎、胃炎、脾臓の梗塞、リンパ節の出

血、紫斑、ボタン状潰瘍、扁桃炎、腎臓・膀胱の点状出血などが観察された。

しかしながら、これらの病変は個体によっては確認できないことがあるため、

実際に野外で豚コレラを疑う症例に遭遇した場合、豚の解剖検査は必ず複数

個体を用いて実施する必要がある。 

 

本試験において、JPN/1/2018 株は豚に臨床症状を引き起こすものの、その

病原性は ALD株よりも低いことが確認された。 
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イ ２回目 

2019 年３月に発生した国内 11 例目となる豚コレラ発生事例（岐阜県山県

市）の感染豚から分離された JPN/27/2019 株を用い、２回目の感染実験を実

施した。野生イノシシの感染が確認されていることから、豚だけでなくイノ

ブタへもウイルスを接種して観察した。 

また、イノシシ用経口ワクチン（ベイトワクチン）の散布が開始されたこと

を受け、その効果を確認するため、当該ワクチンを投与したイノブタへの攻

撃試験も合わせて実施した。 

 

豚・イノブタ各３頭及びベイトワクチンを経口投与後 14日経過したイノブ

タ３頭に JPN/27/2019 株 106.5TCID50 を経口投与し、１回目の感染実験の倍の

https://doi.org/10.1292/jvms.19-0133



