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Ⅰ．プロジェクトの概要
■プログラム名：地域社会における危機管理システム改革プログラム －各種感染症への対応－
■プロジェクト名：鳥インフルエンザ防疫システムの構築
■中核機関名：（独）農業・食品産業技術総合研究機構
■研究代表者名（役職）： 西藤岳彦（動物衛生研究所インフルエンザ・プリオン病研究センター長）
■実施期間：３年間（平成 23～25 年度）
■実施経費： 440.7 百万円
1. プロジェクトの背景と目的、必要性
高病原性鳥インフルエンザ（HPAI）の発生は、養鶏業界に甚大な経済的被害をもたらすとともに、ヒ
トへの感染の可能性やパンデミックウイルス出現への関与から、公衆衛生に対するインパクトも無視で
きない。また、2010 年 11 月から 2011 年 3 月にかけての国内９県２４農場における発生において、
国内へのウイルス侵入要因としてシベリアからの渡り鳥が関与していたと考えられることから、野鳥の
HPAI 発生に与えるリスク管理の重要性と県境や省庁を超えた防疫関連情報の共有の重要性が認識
された。
家畜伝染病発生時の危機管理情報の取り扱いの電子化のために動物衛生研究所ではこれまでに、
「危機管理型家畜伝染病発生地図表示システム（Ver.1～3）」を作成し、都道府県家畜衛生行政部署
への普及を行ってきた。しかしながら、当該システムでは県境を越えたデータの共有のためには、添
付ファイルによるデータのやり取りが必要とされていた。また、当該システムにおいては、取り扱われる
データは畜産関連の情報に限られており、先般の発生によって認識された野鳥における HPAIV 感
染リスクや、渡り鳥の飛来情報などの情報を取り扱うことができなかった。
本プロジェクトでは、県境や所属組織、省庁を越えて、農場情報などの畜産部局情報にとどまらず、
家禽以外の鳥類における高病原性鳥インフルエンザのリスク情報、野鳥の飛来情報などを含めた大
量の情報をシームレスに扱える環境を提供するシステムの構築を目標とする（イメージ図参照）。このよ
うなシステムの実現のために、クラウドコンピューティングを利用し、総合的な鳥インフルエンザ対策の
ための地理情報システム（GIS）を核とした「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」を構築する。
本システムに野鳥における感染リスクを反映させるため、国内に侵入の可能性の考えられるウイルスに
ついて、水禽、留鳥におけるウイルスの伝播性や病原性の解析を行い、システム情報として取り込ん
でいく。このようなシステムを構築することによって県境、所属組織などを超えた情報共有、分析データ
共有のための環境が整備され、情報伝達速度、共有される情報量が飛躍的に増加することが期待さ
れる。さらに本プロジェクトでは、現在世界的に流行している H5N1 亜型 HPAIV の畜産、環境現場レ
ベルでの早期診断での活用を目的とした H5 亜型抗原検出キットの試作品の作成を目指す。
本プロジェクトのキーワードである情報のシームレス化をより進展させるためには、2010 年 4 月ベト
ナムで開催された International Ministerial Conference on Animal and Pandemic Influenza におけるハ
ノイ宣言での“One Health”という概念の浸透は不可欠である。ヒトと動物の健康を一体的に守るという
“One Health”は今後のわが国における感染症、特に人獣共通感染症を中心とする新興感染症対策
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の基本概念としては極めて重要な概念であり、本プロジェクトではこれまでのわが国における鳥インフ
ルエンザの発生の科学的分析を通し、今後のわが国における感染症制御の新たな戦略を “One
Health”の基本概念から希求し、本プロジェクトで構築される広域的監視・警報システムの運用を、実
際の危機管理にどのように役立てるかを検討する。
２．研究の全体像
１．プロジェクトの目標
本プロジェクトでは、農場情報などの畜産部局情報にとどまらず、家禽以外の鳥類における高
病原性鳥インフルエンザのリスク情報、野鳥の飛来情報などを含めた大量の情報をシームレス
に扱える環境を提供するシステムの構築を目標とする。このようなシステムの実現のために、
クラウドコンピューティングを利用し、総合的な鳥インフルエンザ対策のための地理情報シス
テム（GIS）を核とした「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」を構築し、地方自治体
での実証試験を行う。野鳥におけるウイルス監視や野鳥におけるウイルスの伝播性や病原性の
解析を行い、野鳥の感染源としてのリスク情報として、システムに取り込んでいく。現在世界
的に流行している H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスの畜産、環境現場レベルでの早
期診断での活用を目的とした H5 亜型抗原検出キットの試作品の作製を目指す。また、インフル
エンザにおけるシームレスな防疫対応に欠かせないヒトと動物の健康を一体的に守るという
“One Health”の概念の浸透のための枠組みを構築する。
２．プロジェクト実施内容
「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の構築のため、主要なユーザーとして想定さ
れる地方自治体の協力のもと、県境を越えて共有すべき情報を整理、検討のうえ、GIS を含む
クラウド環境を構築する。参画機関、協力機関との間で実証試験を実施し、将来的に全国対応
可能な情報共有システムへと発展させてゆくための実証データを得る。システムにおける「野
鳥の HPAI 感染源のリスク評価」に反映させるため、国内外で野鳥における鳥インフルエンザの
サーベイランスをさらに強化し、アジアで流行している高病原性鳥インフルエンザウイルスを
収集し、これらのウイルスを家禽や留鳥に接種し、病原性を確認する。また、国内で HAPIV 感
染の確認された野鳥についての感染実験を行い、ウイルス排泄等のデータを収集する。
また、これまでのわが国における鳥インフルエンザの発生の科学的分析を通し、今後のわが国
における感染症制御の新たな戦略を”One Health”の基本概念から希求し、本プロジェクトで
構築される広域的監視・警報システムの運用を、実際の危機管理にどのように役立てるかを検
討する。
３．プロジェクト実施体制
これまで家畜伝染病対策向けに製作、提供してきた「危機管理型家畜伝染病発生地図表示シス
テム Ver.1～3」の実績を踏まえ、動物衛生研究所を中核機関、ユーザーとして想定される地方
自治体を協力（参画）機関として、
「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」を構築、実
証試験を行う。また、動物衛生研究所では、H5 亜型抗原検出キットの試作に取り組む。環境省
による野鳥における HPAI 監視事業における実績に基づき、北海道大学、鳥取大学において、野
鳥の感染源としてのリスク評価を行う。国立感染症研究所は、「One Health の実践による感染
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症制御の新戦略」を担当する。
４．実施期間終了後の展開
本プロジェクトで構築する「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の互換性を活用し、
既存の感染症危機管理システムとの融合による「総合的な感染症対策の危機管理システム」に
発展させていく取り組みを行っていく。本プロジェクトで得られる「野鳥の HPAI 感染源として
のリスク情報」を環境省の HPAI 対応技術マニュアル等に反映させていく。また、本プロジェク
トで立ち上げる「One Health の実践による感染症制御の新戦略」検討のためのアドホック委員
会を、分野横断的に人獣共通感染症・新興感染症への対応を“One Health”の立場から検討す
る国家機能とするための取り組みを行う。
３．ミッションステートメント
（１）実施期間終了時における具体的な目標
本プロジェクトでは、県境や組織、省庁を越えて、農場情報などの畜産関連情報にとどまらず、
家禽以外の鳥類における高病原性鳥インフルエンザのリスク情報、野鳥の飛来情報などを含め
た大量の情報をシームレスに扱える環境を提供するシステムの構築を目標とする。このような
システムの実現のために、クラウドコンピューティングを利用し、総合的な鳥インフルエンザ
対策のための地理情報システム（GIS）を核とした「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システ
ム」を構築し、地方自治体での実証試験を行う。本システムに野鳥における感染リスクを反映
させるため、国内に侵入の可能性の考えられるウイルスについて、水禽、留鳥におけるウイル
スの伝播性や病原性の解析を行い、システム情報として取り込んでいく。さらに本プロジェク
トでは、現在世界的に流行している H5N1 亜型 HPAIV の畜産、環境現場レベルでの早期診断での
活用を目的とした H5 亜型抗原検出キットの試作品の作成を目指す。
また、これまでのわが国における鳥インフルエンザの発生の科学的分析を通し、今後のわが
国における感染症制御の新たな戦略をヒトと動物の健康を一体的に守るという“One Health”
の基本概念から希求し、本プロジェクトで構築される広域的監視・警報システムの運用を、実
際の危機管理にどのように役立てるかを検討する。
（２）実施期間終了後の取組
本プロジェクトで構築し、実用性を検証したシステムを、地方自治体や省庁間をつなぐクラ
ウドとして全国規模に展開させ「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」を「総合的な
感染症対策の危機管理システム」に発展させていく取り組みを行っていく。
一方で、このようなシステムを基盤として、省庁等の枠組みを乗り越えた国の感染症危機対
策システムとして発展させるために、「One Health の実践による感染症制御の新戦略」で立ち
上げるアドホック委員会を常設のズーノーシス委員会に発展させることを目指す。
また、本研究で得られた野鳥の HPAI 感染源としてのリスク評価を環境省が改正を検討してい
る野鳥における高病原性鳥インフルエンザ対応技術マニュアル等にも反映させ、野鳥に対する
国民の誤った認識や風評等を正していく。
（３）期待される波及効果
中央省庁における HPAI 対策において、感染動物の違いによって所管が異なっている弊害をな
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くし、情報共有、連携が図られることにより、より迅速で有効な HPAI 対策が可能となることが
期待される。地方自治体においても、環境部局と畜産部局との情報連携が強化されるとともに、
地域住民に対する迅速で適切な危機管理情報の提供や、リスクコミュニケーションに繋がるこ
とが期待される。
本プロジェクトで得られた野鳥の感染源としてのリスク評価の成績を国内外の関係機関に広
く情報公開することによって、高病原性鳥インフルエンザ根絶に向けた対策を世界に発信する
こととなる。また、HPAI 発生への貢献は養鶏業における経済的損失を低減するのみならず、ヒ
トの新型インフルエンザウイルス出現のリスクを減らすことにもつながり、公衆衛生分野への
波及効果も大きい。
これまでの枠組みにとらわれない“One Health”に立脚した分野横断的なアプローチを実践
することは、今後発生が予想される動物を由来とする新興感染症への効果的対応を可能とする
であろう。
４．総合科学技術会議実施 WG のコメント
○本情報システムの設計については、具体的な仕様を示しつつ、関係機関の協力体制について
検討を行う事。
○システム構築後の維持、管理（予算、人件費等）について検討する事。
〇各県が保有する既存システムのデータの活用を図ること。
○野鳥等へのウイルス感染実験の結果や鳥の生態学的情報を活用し、ウイルスの広がりを予測
できるシステムを構築する事。
○野生動物の捕獲や動物実験等をする際は、法令等を引き続き遵守する事。
〇各省と連携を推進しながら、研究終了時において研究成果を確実に施策へ反映する事。
○検出キットについては、申請があれば農水省に於いて可能な限り迅速に審査が行われるよう
対応する事。
５．研究計画
研究項目１：鳥インフルエンザ情報共有システム」の構築
平成 23 年度は、これまでの「危機管理型家畜伝染病発生地図表示システム」の実績を踏まえ、協力
機関となる県より、「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」に搭載すべき機能、ユーザーインタ
ーフェース、現システムからのデータ移行、使用感等について聞き取り調査し、システムの設計を行う。
あわせて、クラウドの選定、システム構築に利用するアプリケーションの選定、地図データの検討等、各
パーツの検討を行う。また、システムに集められる情報から、どのようなデータ解析、情報提供が可能か
を明らかにする。
平成 24 年度は、システム本体の製作及び参画県と共にベータ版の評価、解析情報提供の試行を行
う。参画県環境部局は、従来の野鳥飛来調査の不足分を補うための野外調査を必要に応じて行う。
平成 25 年度は、運用評価を行う。実際に県に配備した端末からの位置情報の入力、データ利用を行
い、基本情報がデータベース化された時点で、他の参画機関も交えた防疫演習を行い、より実践的な
使用方法への適合性を評価する。また、他課題から得られた成果を取り込み、システムを通じた危険
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度マップ、流行シミュレーション等の情報提供を行う。
研究項目 2： 野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価
北海道大学において、秋期にモンゴル、北海道で野生水禽の糞を採取し、ウイルス分離を行い、分
離されたウイルスの遺伝子と抗原性を解析する。遺伝子情報は DDBJ/GenBank/EMBL に登録し、公
表する。分離されたウイルスをニワトリ、アヒル、カラスとスズメに接種し、感染の有無、臨床症状、ウイル
ス排泄量を把握する。 また、現在アジアで流行している鳥インフルエンザウイルスを収集し、同様に解
析する。この際にウイルスが分離された場所、時期、分離ウイルスの遺伝子、抗原性、鳥類に対する病
原性に関する情報を、本プロジェクトで開発予定の GIS に反映させる。合わせて既に北海道大学で運
用しているインフルエンザウイルスデータベースシステムを改良し、当該データの双方での活用に資す
る。
鳥取大学においては、オシドリ、キンクロハジロ等のカモ類、鹿児島県出水市で感染が認められた希
種ツルと猛禽類の代表としてトビ、朝鮮半島と行き来すると考えられているミヤマガラス、将来的に集団
感染が懸念されるマガン等の各鳥野種を用いて感染性実験を実施する。各鳥種 20 羽程度を入手し、
BSL-3 実験室内で感染させ、症状の把握、死亡率、潜伏期間、ウイルス排泄量、排泄期間、体内分布、
病理変化等の基礎データを各鳥種とウイルス株ごとに収集する。鳥種によって必要数が得られる時期
が確定されないため、実施時期は現時点では定めない。得られた成績と地理情報システム（GIS）によ
る解析結果を統合して、本ウイルスの国内流行における野鳥の感染源としてのリスクを評価する。
研究項目 3： One Health の実践による感染症制御の新戦略
平成 23 年度は、過去の鳥インフルエンザ発生例について、各自治体、農林水産省、環境省、厚生労
働省から情報を取得し、詳細のレビューを行う。また、海外、特に東南アジアにおける鳥インフルエンザ
の動向に関する情報を文献調査・現地調査により収集する。
平成 24 年度は、前年度のレビューに基づき、個々の事例における問題点の洗い出しを行い、
理想的な対策とのギャップを明らかにする。そして、これをどのようにして埋めることが可能かを“One
Health”の観点から詳細に検討する。 また、鳥インフルエンザ以外の感染症への適応についても検討
を開始し、これらに関する国際的動向を国際機関等から入手するため、地域事務所等を訪問調査す
る。
平成 25 年度は、「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の運用を検討し、感染症対策の中
枢的システムとしての持続的な活用方法をとりまとめる。同時に本システムを既存の国内システムや東
アジア、東南アジアの同様のシステムとリンクさせ、効果的な運用方法を検討する。また、本プロジェクト
で設立した検討会議を母体として常設の委員会に移行させ、省庁間の垣根を超えて感染症対策を総
合的に検討できる国家システムの導入を検討する。
研究項目 4： H5 亜型特異的抗原検出キットの試作
平成 23 年度は、H5 亜型 HA タンパク質に特異的な反応が期待される単鎖型鶏単クローン性抗体の
作製を行う。公共データベースを活用した H5N1 亜型 HPAIV の HA タンパク質推定アミノ酸配列から、
H5N1 亜型ウイルス間で高い保存性を示すアミノ酸領域を同定する。同定された領域の合成ペプチド
で鶏を免役し、ファージディスプレイ法を用いて鶏型単鎖型抗体を選抜する。
平成 24 年度は、前年度に得た単鎖型抗体のクローンについて、免疫原との結合活性、中和活性お
よび H5 亜型に属する野外発生分離株との結合性や他の亜型の HA との交差反応性を検証する。選抜
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された単鎖型抗体を遺伝子組み換えにより IgY 型鶏単クローン性抗体に変換する。
平成 25 年度は、作製された鶏型抗 H5 亜型 HA タンパク質特異的単クローン性抗体を用いて、イムノ
クロマト法による簡易抗原検出キットの試作品を完成させる。
研究計画表
研 究 項 目

１年度目

２年度目

３年度目

①「鳥インフルエンザ情報 ・「鳥インフルエンザ危機 ・「鳥インフルエンザ危 ・「鳥インフルエンザ危機
共有システム」の構築
管理情報共有システム」 機管理情報共有システ 管理情報共有システム」
（動物衛生研究所・長野県・ 設計に関わる事前調査、 ム」制作
運用による効果の実証お
群馬県・宮崎県・熊本県・鹿 検討
・ベータ版の作成とその よびプログラムの修正
作成したシステムについ
児島県）
・システムに求められるデ評価
ータ及び機能のとりまと・防疫演習への活用等 て、都道府県での最終評
による、システムの有用 価を実施（追加）
め（追加）
・作成したシステムについ
性の検証（追加）
・システムの基本設計
・追加的な改良点の洗 て、一般公開シンポジウ
ムを通じて普及を図る（追
い出し（追加）
加）
②野鳥の鳥インフルエンザ ・野鳥の糞を採取し、ウイ ・野鳥の糞を採取し、ウ ・野鳥の糞を採取し、ウイ
ウイルス感染源としてのリス ルス分離を試みる。分離 イルス分離を試みる。分 ルス分離を試みる。分離
ク評価（北海道大学・鳥取 さ れ た ウ イ ル ス の 遺 伝 離されたウイルスの遺伝 されたウイルスの遺伝子、
大学）
子、抗原性、ニワトリ、アヒ 子、抗原性、ニワトリ、ア 抗原性、ニワトリ、アヒル、
ル、カラス、スズメに対す ヒル、カラス、スズメに対 カラス、スズメに対する病
る病原性を解析する。 す る 病 原 性 を 解 析 す 原性を解析する。
・各種野鳥（オシドリ等）をる。
・猛禽類等中型鳥類を用
用いて感染実験を行い、 ・サギ等大型鳥類を用 いて感染実験を行い、実
ウイルス排泄量・期間等 いて感染実験を行い、 験データを蓄積する。
の 実 験 デー タを蓄 積 す 実 験 デ ー タ を 蓄 積 す ・プロジェクト期間を通し
て得られた成績を総括し
る。
る。
・「情報共有システム」へ ・「情報共有システム」へ て、野鳥の感染源として
のリスクを評価する。
の情報取り込み手法を検 の情報取り込みを開始
討する。
する。
③One Healthの実践による ・過去のわが国における ・ギャップアナリシスと“O ・国内外における One He
感染症制御の新戦略
鳥インフルエンザの発生 ne Health”に基づく対 alth の実践状況の調査お
(国立感染症研究所)
状況の事例研究による精応策の検討及び国際状 よび日本における One H
査及び海外での状況調 況の把握
ealth の実践案の検討
査
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④H5亜型特異的抗原検出 ・H5N1亜型HPAIVのHA・引き続き H5 亜型 HA タ ・H5 亜型特異的抗原検
キットの試作
タンパク質に高度に保存 ンパク質に対する鶏型 出キット試作品を作製し、
単クローン性抗体を作
（動物衛生研究所）
されているアミノ酸配列を
分離ウイルス及びウイル
出する。イムノクロマト法
同定する。
に使用するため、最低２ ス実験感染家禽サンプル
・同定されたアミノ酸配列 種類の異なる抗原決定 を用いた特異性、感度等
に対する鶏型単クローン 基を認識する抗体の作 の検討を行う。
出を目標とする。
性抗体を作出する。

６．実施体制
＜研究実施体制図＞

＜実施体制一覧＞
研 究 項 目

1.

「鳥インフルエンザ情報共有システ

ム」の構築

担当機関等

研究担当者

（独）農研機構動物衛生研究所

佐藤 真澄（室長）

動物疾病対策センター疫学情報

小泉 伸夫（主任研究

室

員）

（独）農研機構動物衛生研究所

筒井 俊之（領域長）

ウイルス・疫学研究領域

山本 健久（主任研究
員）

群馬県

糸井 浩（課長）
中曽根 圭治
野呂 明弘
内山 博司
吉田 真二
黒沢 功
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長野県農政部園芸畜産課

宮澤 隆(担当係長)

熊本県

矢野 利彦（課長）
平野 孝昭
村上 美雪
廣嶋 精哉
加地 雅也
山下 利治
長野 琢也
崎村 武司

宮崎県

西元 俊文（課長）
水野 和幸
本間 純記
鎌田 博志
前田 浩二
谷口 岳
内田 豊

鹿児島県

太田 均（課長）
酒井 仁司

2.

野鳥の鳥インフルエンザウイルス感

染源としてのリスク評価

鳥取大学農学部附属鳥由来人

伊藤 壽啓(教授)

獣共通感染症疫学研究センター

山口 剛士（教授）
村瀬 敏之（教授）
伊藤 啓史（准教授）
笛吹 達史（講師）
尾崎 弘一（准教授）
曽田 公輔（講師）

北海道大学 大学院獣医学研究

岡松 正敏（助教）

科

喜田 宏（教授）

北海道大学 人獣共通感染症リ

高田 礼人（教授）

サーチセンター
3.

One Health の実践による感染症制

国立感染症研究所獣医科学部

御の新戦略

森川 茂（部長）
堀田 明豊(主任研究
官)

4.

H5 亜型特異的抗原検出キットの試

作

（独）農研機構動物衛生研究所

内田 裕子（主任研究

インフルエンザ・プリオン病研究

員）

センター

◎西藤 岳彦（センタ
ー長）

＜実施体制一覧＞
◎ 研究代表者
8

Ⅱ．経費
１．所要経費
(単位：百万円)
研 究 項 目
1.

担当機関等

「鳥インフルエンザ情報共

野鳥の鳥インフルエンザウ

イルス感染源としてのリスク評価
3.

Ｈ23

Ｈ24

Ｈ25

年度

年度

年度

合計

物衛生研究所

佐藤 真澄

3.9

26.1

25.0

55.0

群馬県

糸井 浩

－

8.5

4.5

13.0

長野県

宮澤 隆

－

2.2

10.7

12.8

熊本県

矢野 利彦

－

7.5

0.5

8.0

宮崎県

西元 俊文

－

6.4

3.3

9.6

鹿児島県

太田 均

－

12.4

6.8

19.2

鳥取大学

伊藤 壽啓

35.0

55.0

50.1

140.2

北海道大学

岡松 正敏

24.5

42.2

40.0

106.7

2.2

3.5

2.8

8.5

11.9

9.8

46.0

67.7

77.5

173.6

189.7

440.7

One Health の実践による感 国 立 感 染症 研 究 森川 茂

染症制御の新戦略
4.

担当者

（独）農研機構動

有システム」の構築

2.

所要経費（補助対象経費）

研 究

所

H5 亜型特異的抗原検出キ （独）農研機構動

ットの試作

物衛生研究所

所 要 経 費

西藤 岳彦

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１

研究項目２

研究項目３

研究項目 4

計

１．補助金
設備備品費

2.2

45.2

1.1

23.2

71.7

0

39.6

0

0

39.6

消耗品費

56.4

107.9

1.8

23.9

190.0

その他

58.5

53.9

5.6

20.6

138.6

合 計

117.2

246.7

8.5

67.7

440.0

0.4

0.2

0

0

0.6

117.6

246.9

8.5

67.7

総計

440.7

0

0

0

0

総計

0

人件費

２．自主経費
補助対象経費 合
計
３．補助対象外経
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費

【装置名：購入期日、購入金額、購入した備品で実施した研究項目】（H23～H25）
①高圧蒸気滅菌装置：平成 24 年 3 月，11 百万円，研究項目２
②アイソレーター

：平成 26 年 1 月，@5.9 百万円，2 台 研究項目４

Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）目標の達成状況
・計画（目標）：
1. 「鳥インフルエンザ情報共有システム」の構築
農場情報などの畜産関連情報にとどまらず、家禽以外の鳥類に高病原性鳥インフルエンザのリス
ク情報、野鳥の飛来情報などを含めた大量の情報をシームレスに扱える環境を提供するシステムの
構築を目標とする。このようなシステムの実現のために、クラウドコンピューティングを利用し、総合的
な鳥インフルエンザ対策のための地理情報システム（GIS）を核とした「鳥インフルエンザ危機管理情
報共有システム」を構築し、地方自治体での実証試験を行う。本プロジェクトで構築し、実用性を検
証したシステムを、地方自治体や省庁間をつなぐクラウドとして全国規模に展開させ「鳥インフルエン
ザ危機管理情報共有システム」を「総合的な感染症対策の危機管理システム」に発展させていく取り
組みを行っていく。
2. 野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価
本病の防疫には各種野鳥の感染源としてのリスクを正確に把握しておくことが重要であることから、
本事業では、鳥取大学においては、各種野鳥を用いて H5N1 ウイルスの感染実験を実施し、得られ
た成績から本ウイルスの国内流行における各種野鳥の感染源としてのリスクを評価することを目標と
した。
北海道大学では、野生水禽からのウイルス分離とそのウイルスのデータベース化および分離された
ウイルスのニワトリ、アヒル、カラスとスズメに対する病原性を解析し、その情報を本プロジェクトの GIS
に反映させることを目標とした。
3. One Health の実践による感染症制御の新戦略
日本における One Health の実践案の提示を目的に、過去の鳥インフルエンザ発生時の各自治体
の事例と対応マニュアルの精査と国内外の One Health の実践状況の調査を行なう。
4. H5 亜型特異的抗原検出キットの試作
H5 亜型インフルエンザウイルスの HA タンパクに高度に保存されているアミノ酸配列を特
定し、それに対する鶏型単クローン性抗体を作製して H5 亜型インフルエンザウイルスとの結
合性を確認する。作製した抗体を大量培養後、鶏型単クローン性抗体を用いたイムノクロマ
トグラムを試作し、H5 亜型インフルエンザウイルスとの特異性結合と感染家禽由来サンプル
における反応性の検証を行う。
・達成状況：
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1. 「鳥インフルエンザ情報共有システム」の構築
高病原性鳥インフルエンザなどの発生時に防疫対応を行う地方自治体の家畜防疫担当者の意見
を踏まえ、疾病発生時の防疫対応に必要な農場等の位置情報や、野鳥の飛来状況などの関連情
報を共有できるシステムを構築した。システムは、ＧＩＳを核とすることで農場周辺の地勢や道路配置
等を考慮した防疫対応を可能したほか、クラウドコンピューティングを利用することで、全ての利用者
が大量の情報をシームレスかつリアルタイムに扱うことが可能となった。また、事業参画県における実
証試験などで得られた意見を踏まえ、口蹄疫や豚コレラといった家きん以外の家畜を対象とした疾
病にも対応できるシステムとするとともに、都道府県での実際の防疫作業を踏まえた汎用の家畜防
疫マップシステムに拡張した。最終的には、プロジェクト終了後、国と都道府県が利用する全国家畜
防疫マップシステムとして、農林水産省が所有するサーバー上で運用することとなった。以上のこと
から、本研究項目については、初期の目標を達成したと考えられる。
2. 野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価
鳥取大学では、当初の計画に従って、初年度はカモ類、次年度はサギ類、最終年度は猛禽類とミ
ヤマガラスの感染実験を実施し、ウイルスの排泄量・期間等の実験データを蓄積した。最終年度は
プロジェクト期間を通して得られた成績を総括し、各種野鳥の感染源としてのリスク評価を実施した。
従って当初の計画の 90％は達成できたものと考えられる。
北海道大学で実施した項目はすべて計画通りに遂行された。プロジェクト期間中、秋期の野鳥の
飛来に合わせて糞便を採取し、そこから鳥インフルエンザウイルスを分離し、遺伝子及び抗原性を
明らかにした。また、初年度は H5N1 高病原性ウイルス 1 株を、ニワトリ、アヒル、ハシブトガラス、スズ
メに接種し、病原性を解析した。2013 年度は、遺伝子と抗原性の異なる H5N1 高病原性鳥インフル
エンザウイルス２株を、最終年度は、野生水禽の糞便由来の低病原性の H5N1 ウイルスと、2013 年
に中国で人から分離された H7N9 ウイルスについて、病原性を解析し、すべての情報を GIS に反映さ
せた。北海道大学で実施した項目はすべて計画通りに遂行された。さらに追加して 2013 年に中国
で人から分離された H7N9 ウイルスについて、鳥および哺乳動物で病原性を解析し、情報を反映さ
せた。
3. One Health の実践による感染症制御の新戦略
平成 23 年度は 16 自治体の関係部局職員をアドホック委員とし、各自治体の鳥インフルエンザ対
応について問題点を整理した。多くの自治体において部局間の連携や野鳥や飼育鳥への対応など
が徹底できていなかったことが明らかになった。
平成 24 年度は自治体における鳥インフルエンザ対策について調査した。多くの自治体が対応マ
ニュアルを改善し、部局間の情報共有が進んだようであったが、鳥インフルエンザ限定である自治体
が多く、日本においても One Health の実践を進める必要性が示された。
平成 25 年度は海外諸国と日本における One Health の実践状況や、国内の医師と獣医師におけ
る One Health についての意識についてアンケート調査した。またその内容を「鳥インフルエンザ危機
管理情報共有システム」を含む本プロジェクト全体の研究内容と合わせてアドホック委員に紹介し、
国内における One Health の実践案を検討した。
4. H5 亜型特異的抗原検出キットの試作
H5 亜型特異的な鶏型単クローン性抗体を複数取得し、イムノクロマトグラムを試作した。
試作品を用いた H5 亜型特異的結合の確認と、感染家禽由来サンプルを用いて検証を行った。
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（２）総合科学技術会議実施 WG からのコメントに対する対応
○本情報システムの設計については、具体的な仕様を示しつつ、関係機関の協力体制につい
て検討を行う事。
（対応）本情報システムの設計については、事業参画県の意見を十分踏まえるとともに、開
発過程についても、参画県での実証し検討を通じて意見を収集するとともに、開発中のシス
テムを常に利用可能にすることで、随時、担当者からの意見を収集・反映できる体制を維持
した。
○システム構築後の維持、管理（予算、人件費等）について検討する事。
（対応）システム構築後の維持・管理に必要なコストを削減するため、システムを農林水産
省が保有するサーバーに置くことで、コストの大半を占めるサーバー借り上げコストを削減
した。また、システムの構築には、可能な限り無償ソフトを活用することで、ライセンスの
維持等に要するコストを削減し、クラウドコンピューティングの活用により、利用者ごとの
ソフトの購入コストを不要とした。
〇各県が保有する既存システムのデータの活用を図ること。
（対応）設計段階から既存システムのデータフォーマットを十分考慮することで、既存シス
テムから出力したデータを、そのまま新システムに一括登録できる機能を備えた。
○野鳥等へのウイルス感染実験の結果や鳥の生態学的情報を活用し、ウイルスの広がりを予
測できるシステムを構築する事。
（対応）ウイルスの性状や野鳥の生態は極めて多様であり、本プロジェクトの成果から、ウ
イルスの拡散を予測するシステムを構築することは困難であったが、こうした予測に必要と
なる感染実験の結果等については、一定の成果が得られたことから、今後の研究等の推進に
活用できる。また、実用化後の家畜防疫マップシステムは、疾病発生時の国及び都道府県に
よる防疫対応を強力に支援するものであり、円滑、迅速な防疫措置により、発生時のリスク
の低減に直接寄与することができる。
○野生動物の捕獲や動物実験等をする際は、法令等を引き続き遵守する事。
（対応）野生動物の捕獲や動物実験等をする際は、法令等を引き続き遵守すること」に関しては、
当初の計画通り、野鳥の捕獲に際しては「鳥獣保護法」に則って、その都度捕獲許可申請（学術目
的）を行い、また感染動物実験に際しては、予めそれぞれの大学に設置された動物実験委員会に
実験計画書を提出し、審査・承認を受けた上で実施した。
〇各省と連携を推進しながら、研究終了時において研究成果を確実に施策へ反映する事。
（対応）情報共有システムについては、農林水産省との調整の結果、伝染病発生時に国、都
道府県が利用する全国家畜防疫マップシステムとして活用されることとなった。
○検出キットについては、申請があれば農水省に於いて可能な限り迅速に審査が行われるよ
う対応する事。
（対応） 試作品の性能が申請可能なレベルに至らず、今後更なる感度の改良等が必要であること
が明らかとなった。
（３）所期の計画の見直しの有無とその内容・理由
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1.

「鳥インフルエンザ情報共有システム」の構築
当初の研究計画においては、2 年目に養鶏場と野鳥のデータを融合した、解析、シミュレーション

を実施し、3 年目にその結果を利用者に提供することとしていたが、事業参画県から、システムにつ
いては鳥インフルエンザ以外の疾病の発生にも対応した防疫マップシステムにするべきとの強い要
望が出されたことに加え、社会実装のためにも防疫マップシステムに必要な機能を充実させることが
優先されると考えられたため、これらの取り組みについては実施しなかった。
また、ミッションステートメントにおいては、事業機関終了後の取り組みとして、システムを農林水産
省以外の省庁とも接続することとしていたが、家畜防疫マップシステムに農場等の個人情報を収載し
ている関係から、この点については実現しなかった。ただし、都道府県と農林水産省をつなぐクラウド
として全国規模で展開することについては、所期の目標を達成した。
2.

野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価
本研究において実施を希望していた、特別天然記念物であり、且つ希少種でもあるナベヅルの感

受性試験については、鹿児島県出水市保護センターに保護されている個体の一部譲渡を要請した
が、一度感染実験に使用した個体は本病の防疫上の理由により、実験終了後、安楽殺を余儀なくさ
れることから、ナベヅル保護会等の理解および承認を得ることができず、本プロジェクト期間内での
実施は不可能となった。この点については計画当初からも難航を予想しており、代替実験として当初
から計画していた、ナベヅルの野外感染死亡個体を用いたウイルス体内分布の解析や保護個体の
血中抗体価測定、ねぐらの環境水からのウイルス分離試験等を実施することで対応した。北海道大
学では、中国で H7N9 亜型鳥インフルエンザウイルスによるヒト感染事例が発生したことを受けて、ヒ
トから分離された H7N9 ウイルスを用いて、鳥および哺乳動物での病原性解析を追加して行なった。
本件はミッションステートメントの変更に該当しない変更である。
3.

One Health の実践による感染症制御の新戦略
当初、平成 25 年度の目標は「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の運用についての持

続的な活用方法や他の類似システムとのリンクの検討などであったが、システムは個人情報保護の
点で、他システムとのリンクはシステム上困難と判断し、目標をいくらか変更した。2 年目までのアドホ
ック委員会会議の反応から、国内で One Health の理念が広く浸透していない事が伺えたため、多く
の自治体職員に向け、One Health の重要性、国内外の関連機関の動きを紹介し、今後の One
Health の実践案の検討を目的とした。これらの変更はミッションステートメントの変更に該当しない変
更である。
4.

H5 亜型特異的抗原検出キットの試作
計画通りの進捗で、H5 亜型 HA タンパク質特異的な単クローン性抗体が作出され、試作キットが作

製された。試作キットの特異性、感度をウイルス、リコンビナント HA タンパク質、感染家禽スワブを用
いて検証したところ、感度の点で実用に至らず、今後外部資金等を獲得し、実用に足る感度になる
ように改良が必要なことが明らかにされた。
２.成果
（１）プロジェクト全体としての成果
本プロジェクトによって、高病原性鳥インフルエンザ発生時における地方自治体での防疫体制
の構築を強力にサポートし、同時に国、地方自治体間での効率的な情報共有を可能とする「鳥イ
ンフルエンザ危機管理情報共有システム」が構築された。情報共有システムの開発にあたり、実
際に防疫対応を行う地方自治体の意見を十分踏まえて開発することにより、鳥インフルエンザだ
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けでなく口蹄疫や豚コレラといった家畜の伝染病発生時にも、全国家畜防疫マップシステムとし
て利用可能なシステムとなっている。具体的には、
ア、 発生農場の特定（殺処分や消毒に必要な人員・機材を決定するための飼養規模等の把握）
イ、 殺処分された家畜の死体の埋却地の選定（候補地を登録することで選定が容易）
ウ、 発生農場周辺の移動制限の対象となる範囲の図示（関連機関、報道機関との情報共有）
エ、 移動制限対象農場の特定と戸数、頭数の集計（都道府県告示の作成を支援。清浄性の検査に
必要な人員・機材の検討）
オ、 消毒ポイントの設定（知性を考慮したポイントの選択、消毒ポイントの候補地の登録も可能）
カ、 現地調査データの登録（農場、消毒ポイントや任意の地点の写真や見取り図の共有）
キ、 感染野鳥の発見地点データの登録（写真等を登録することで、詳細な情報共有が可能）
ク、 発生農場、移動制限区域などの情報の記録（対応中や後日、関連情報の参照が可能）
などの機能により、疾病の発生から終息までの一連の対応を円滑、迅速に実施することが可能となる。
さらに、平常時においても、国や都道府県が疾病の発生を想定した防疫演習を行う場合にも対応できる
機能を備えており、この際には、データベース本体には影響を与えずに、全ての機能が利用できる仕様
となっている。平常時からシステムを利用して演習を行うことで、発生時のシステムの利用に習熟できる
ほか、実際の農場情報等を踏まえた現実的な防疫演習を実施することにより、関係機関の危機管理能
力の向上や発生に備えた体制の整備が期待できる。
一方、全国家畜防疫マップシステムとしての実用化にあたっては、いくつかの制約も認められた。一
つには、システムを維持・管理するために必要となるコストの制約であり、このことについては、コストの大
半を占める民間サーバーの借り上げ経費について、農林水産省が保有するサーバーを活用することで
解決された。もう一点は、防疫マップとして利用する場合、収載データが農場の名称や家畜の飼養状況
などの個人情報であるために、システムに直接接続できる組織・機関を制限する必要があることである。
このことについては、現在、農林水産省が運用している防疫マップシステムへの収載を目的として集め
られた情報がその直接利用者を農林水産省、都道府県及び動物衛生研究所に限定していることから、
防疫マップシステムの情報をそのまま活用することとした本システムでも、この制限を踏襲する必要性が
生じた。このことにより、当初想定していた厚労省、環境省や大学等が直接システムに接続することはで
きないが、農林水産省が本システムを活用して、疾病発生時の発生農場の所在地や移動制限の実施
状況等の情報を取り纏め、関係省庁に送付することにより、システムの直接利用が制限されることによる
弊害を最小限にとどめることができると考える。
「野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源のリスク評価」においては、これまでの国内の発生
の原因究明等によってカモ類等の渡り鳥が国内に高病原性鳥インフルエンザウイルスを運んで
くる可能性が高いと考えられていることから、５種類のカモ類を用いて感染実験を行なった。
2011 年 に 流 行 し た H5N1 亜 型 高 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス (A/mandarin
duck/Miyazaki/22M807-1/2011 (H5N1)：宮崎株)は実験に供した全てのカモ科鳥類に感染し、さ
らに同種鳥の間で伝播し得ることが明らかになった。また、日本に越冬の為に飛来する冬鳥であ
るミヤマガラスを用いた感染実験によって、ミヤマガラスも高病原性鳥インフルエンザウイルス
に感受性を持つ事が明らかになり、ミヤマガラスの運搬者としての可能性も示唆された。感染実
験に用いたカモ類に共通して、ウイルスを糞便中よりも上部気道から多く排泄していることも明
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らかとなり、現行のカモ類のウイルス保有状況調査の手法を改良して行く余地があることが示唆
された。6 種類のカモ類 141 羽の抗体調査によって、カモ類が低い頻度（陽性率 1.4%）であるが
家禽由来 H5 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する抗体を保有していることが明らか
にされ、我が国に飛来する野生カモ類による感染リスクは依然高いものと考えられた。
サギ類は、
世界的に見ると H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスによる感染報告があることから、４種
のサギ科鳥類の H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する感受性を検討した。その結果、
検討した全てのサギ科鳥類に対する感染性が確認されるとともに、アオサギ間でのウイルス伝搬
が証明された。猛禽類は、食物連鎖の頂点に位置する動物であることから、感染した野生動物を
捕食することにより、高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性が考えられた。この
為、チョウゲンボウを用いた感染実験を行なったところ、経口ルートによっても感染が成立し、
体内でかなりの高濃度のウイルス増殖が認められたことから、ウイルス伝搬者となりうることが
示された。
高病原性鳥インフルエンザウイルスの株毎の家禽、留鳥、哺乳類に対する病原性の違いを明ら
かにする為に、３株の高病原性鳥インフルエンザウイルス (A/whooper swan/Hokkaido/4/2011
(H5N1)：北海道株、A/muscovy duck/Vietnam/OIE-559/2011 (H5N1):ベトナム株、A/peregrine
falcon/Hong Kong/810/2009 (H5N1):香港株)を用いた、鶏、アヒルに対する感染実験を行なった。
その結果、北海道株による鶏の致死時間は、その他の２株より長いこと、３株ともアヒルに対す
る感染性は高いが、致死率は低いことが明らかにされた。留鳥であるハシブトガラス、スズメに
対しては、北海道株を接種したハシブトガラスにおいては、全羽で感染が成立したが生残し、ベ
トナム株では 5 および 9 日後に 1 羽ずつ死亡し残りの 2 羽は生残した。香港株を接種したハシブ
トガラスは、接種後 7 日目までに全羽が死亡し、ウイルスのハシブトガラスに対する病原性は、
株により大きく異なることが分かった。北海道株、ベトナム株、香港株を接種したスズメは、い
ずれも接種後 7 日目までに全羽が死亡し、株間の病原性の違いは認められなかった。農場周辺で
見かけられ、鶏舎内にウイルスを運搬する可能性の考えられる哺乳類として、クマネズミを用い
て３株の高病原性鳥インフルエンザウイルスの感染実験を行なった。全てのクマネズミは、接種
後 14 日間無症状で感染を耐過した。北海道株を接種した一個体のみから一部臓器からウイルス
が分離された。このことから、これら３株についてはクマネズミに対する病原性は低く、感染に
よってウイルスを運搬するリスクは低いと考えられた。中国での H7N9 亜型鳥インフルエンザウ
イルスによるヒト感染事例を受けて、中国でヒトから分離された H7N9 ウイルス（A/Anhui/1/2013
(H7N9)：Anhui 株）を用いて、ニワトリ、アヒル、ハシブトガラス、スズメ、クマネズミ、豚で
の感染実験を行なった。用いた動物はいずれも Anhui 株に対する感受性を示すが、致死的感染は
起こさず、ウイルス排泄量は少ないことが示された。
「One Health の実践による感染症制御の新戦略」では、16 の地方自治体の家畜衛生担当職員を中心
に、公衆衛生、環境部局の職員らを招聘し、四回のアドホック委員会を開催、過去の鳥インフルエンザ
発生時にそれぞれの自治体で経験した問題の整理を行なった。スイス ダボスにて開催された国際学
会（One Health Summit；2013 年 11 月 17-20 日）や、One Health Forum Korea 2012（ソウル大学主催、
2012 年 12 月 13-14 日）等に参加し、One Health の世界での実践状況を調査した。その結果、欧州で
は欧州委員会の予算によるプロジェクトによって、近隣国の関連機関との間で家畜や野生動物の疾病
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サーベイランスについて連携、情報共有が進められていることがわかった。また、オランダでは、毎月
定期的に One Health 関連 7 機関合同の会議が開催していることが分かった。一方、国内の状況を知る
為に獣医師、医師ら計 300 名を対象としたインターネットアンケート調査を実施した。その結果、One
Health という言葉の認知度はまだまだ低く、今後の感染症対策として、行政機関における One Health
実践案をまとめ、多くの関係者に One Health の理念を理解してもらう必要があると考えられた。
「H5 亜型特異的抗原検出キットの試作」では、計画通り H5 亜型 HA タンパク質特異的な単クローン性
抗体が作出され、試作キットが作製された。試作キットの感度検定の結果、今後、外部資金の獲得等に
より作出された特異的抗体の抗原への親和性を高めるとともに、検出系の改善等によって H5 亜型特異
的抗原検出キットの作出が可能であることが明らかにされた。
（2）研究項目毎の成果
研究項目１：「鳥インフルエンザ情報共有システム」の構築
・概要
本プロジェクトでは、鳥インフルエンザの発生時に国や都道府県が行う防疫対応を支援する
ため、必要な情報をシームレスに扱える「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の開
発を進めた。実際にこうしたシステムを使用する地方自治体担当者の意見・要望を取り入れる
ことにより、口蹄疫や豚コレラ等の家畜の重要疾病の発生にも対応できるようシステムを拡張
するとともに、実際の防疫対応に求められる作業を踏まえた機能と操作性を備えたシステムと
しての開発を進めた。開発したシステムのプロジェクト終了後の社会実装に取り組んだ結果、
運用コストの削減とシステムの機密性を確保することにより、平成 26 年度以降、農林水産省と
都道府県が利用する全国家畜防疫マップシステムとして実用化されることとなった。
・目標に対する成果
国内で鳥インフルエンザの発生があった場合の発生農場での殺処分や、発生農場周辺におけ
る移動制限等の防疫対策を支援するためのシステムの開発には、実際にこうした対応を行う都
道府県の家畜衛生担当部局の意見を踏まえることが極めて重要である。このため、平成 23 年度
は、研究参画 5 県における現地調査を行い、より適切な危機管理体制の構築に必要な情報や、
鳥インフルエンザ発生時の防疫対応に必要となる情報を収集した。この結果、鳥インフルエン
ザに加えて、同じく家畜の重要伝染病である口蹄疫や豚コレラ等の発生にも対応できるシステ
ムとするべきとの要望があった。また、移動制限区域の設定にあたって、こうした行政措置が
行政上の境界を対象に実施されることが多いため、市町村界に加えて、大字・小字界に基づく
設定もできるようにするなど、実際の行政対応を踏まえるべきとの意見があった。一方、鳥イ
ンフルエンザの危機管理に関連する情報として、全国の野鳥の飛来状況データや国内外で分離
された鳥インフルエンザウイルスに関するデータを加えることとした。こうした意見等を踏ま
え、GIS を用いたシステムとすること、インターネット上でシステムを共有するクラウド技術
を用いることをベースに、システムのベータ版の基本設計書を作成した。
平成 24 年度には、作成した基本設計書に基づいて、民間運用されているサーバー上にシステ
ムのベータ版を作成した。ベータ版では、クラウド技術を用いることにより、ユーザーである
各都道府県でのソフトウェア等のインストールが不要となり、タブレット端末や野外のノート
16

パソコンを含めた様々な端末からシステムを利用することが可能となった。また、それぞれの
ユーザーがシステムに対して行った制限区域の設定やデータの変更・追加について、リアルタ
イムに全てのユーザーが共有できるシステムが整備された。作成したベータ版を用いて、事業
参画県において、実際の防疫対応を踏まえてシステムを試験運用することによる実証試験を行
うとともに、屋外での利用を想定して野鳥飛来地での現地調査を行い、システムの動作確認を
行った。こうした検証の結果、一定地域で疾病が多発した場合など、複雑な条件での移動制限
区域の設定や制限区域内農場の抽出機能、農場と埋却地を関連づけて両方向から登録・参照で
きる機能、防疫演習への対応機能、埋却地の選定の参考とするための地下水位の検索機能等を
最終版に追加することとした。
平成 25 年度には、ベータ版の検証で明らかとなった改善点を反映し、最終版の作成を進めた。
最終版については、事業参画県で、伝染病発生時の農場での検査から発生農場の特定、移動制
限区域の設定・解除までの一連の作業を再現した最終実証試験を行い、ここで明らかになった
課題についても、順次、最終版に反映した。事業参画県における取り組みの一例としては、平
成 25 年 11 月に熊本県、宮崎県及び鹿児島県が合同で、県庁畜産課、家畜保健衛生所、地域振
興局、市町村、関係団体等約 100 名が参加する「南九州 3 県合同防疫演習」を行った。演習で
は、鹿児島県の 2 農場で鳥インフルエンザが発生し、発生農場を中心とした移動制限区域に熊
本、宮崎両県が含まれたという想定で、本システムを用いて演習を行った。その結果、本シス
テムを用いることにより、隣県の農場の位置、制限区域の範囲、消毒ポイントの候補地点等を
3 県がリアルタイムに確認でき、県境における消毒ポイント協議等をスムーズに行うことがで
きるなど、システムの有効性が確認された。さらに、この同合同演習をふまえ、12 月には宮崎
県において 3 県の生産者や畜産関係団体、大学等が参加して「南九州 3 県合同家畜防疫研修会」
（参加者約 300 名）が開催され、本システムを紹介すると共に、システムの利用を含む一連の
防疫対応について評価・検証が行なわれた。群馬県、長野県においては、毎年国が中心となっ
て実施されている全国家畜防疫演習に、本システムを用いて参加し、ファイルの添付機能など
の有効性を確認するともに、システムが実際の防疫対応に十分活用できることを確認した。こ
うした取り組みで得られた事業参画県からの意見も踏まえ、最終版の完成にあたっては、都道
府県の関係者が実際にシステムを利用する場合には、必ずしもシステムの操作に習熟していな
い可能性があることを踏まえ、一連の操作を対話形式で操作できるようにしたほか、操作して
いる機能に関係のない機能の情報は表示されないようにするなど、操作性と効率性を改善する
ための修正を徹底して行った。最終版のシステムで実現された主な機能は次の通りとなった。
【最終版のシステムにおける主な機能】
・対象疾病の拡充
システムには、養鶏農場に加えて、牛、豚、馬等の全ての家畜を登録でき、対象疾病も、口
蹄疫、牛疫、牛肺疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性及び定病原性鳥インフルエンザ
といった、家畜伝染病予防法に基づく殺処分等が実施される海外悪性伝染病の全てに対応でき
るシステムとなった。
・セキュリティ機能
システム内の情報には個人情報が含まれているため、システムの利用は都道府県庁などの関
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係者に限られており、都道府県ごとのパスワード等により接続が厳密に管理される。利用者は
自県の農場の全ての情報を利用できるが、自県以外の県については、地図上の農場の位置や、
移 動 制 限 の 実 施 状 況 な ど し か 利 用 で き な い よ う に な っ て い る （ 図 １ ）。

【図 1】鳥インフルエンザ危機管理情報共有システムの利用イメージ
・農場情報の把握
家畜飼養農場の、住所、地図上の位置、連絡先、飼養家畜の種類、飼養規模、畜舎数などを
登録・検索できる。地図上では、家畜の種類や飼養目的に応じて異なるアイコンで表示される。
農場データとしては、写真等も登録できるようになっており、防疫作業時の参考となる農場周
辺の景観や、畜舎の配置図に加え、農場で確認された異常家畜の臨床症状の写真なども現地で
撮影して、スマートフォンなどから登録することができる。
・移動制限区域の設定
発生した疾病の種類を入力することで、それに応じた範囲（高病原性鳥インフルエンザの場
合、移動制限が半径 3 ㎞、搬出制限が半径 10 ㎞）の農場のうち、対象家畜（高病原性鳥インフ
ルエンザの場合は、鶏等の家きん）を飼養する農場を制限対象農場として設定できる（図２）。
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【図２】システムの利用画面の例（移動制限区域を設定）
この際、発生農場からの距離に加えて、行政区界である大字や小字を参照することもできる。
また、設定した移動制限区域に対しては、対象区域や対象円（移動制限、搬出制限）を細か
く設定して、目的の区域に含まれる農場を抽出することができる（図３）
。

【図３】システムの利用画面の例（複数の制限区域内の農場の集計）
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・車両消毒ポイントの設定
移動制限区域内では、区域内の走行する車両の消毒が行われるが、この消毒を行う場所（ポ
イント）を設定するためには、交通量、作業に必要なスペースの有無、給水設備や排水路の
有無を考慮する必要がある。このため、システムでは、事前に消毒ポイントの候補地の登録
ができることに加えて、稼働状況などを登録することができる。
・埋却地の設定
殺処分した家畜の死体を処理する方法の一つである埋却を迅速に行うため、農場と埋却候
補地を関連づけて事前に登録することができ、使用した場合には、埋却した家畜の種類や頭
数を登録することができる。また、埋却地の選定の参考とするため、全国の地下水位に関す
るデータも登録されている。
・農場巡回リストの作成
移動制限区域内の検査等のために、班を編制して農場の巡回が行われる。このため、シス
テムでは班ごとに巡回農場のリストを作成し、このリストをスマートフォンなどから利用す
ることができる。
・防疫対応の記録
発生農場の履歴や移動制限の実施状況などを、将来の防疫対応の参考とできるよう、シス
テムにこれらの実施状況を記録・再生することができる。
・防疫演習機能
防疫演習の際に、データベース本体を利用すると、誤編集や情報の混乱が起きる可能性が
あることから、防疫演習専用の独立したデータベース（内容は本体と同じ）を用意している。
・鳥インフルエンザ関連情報参照機能
鳥インフルエンザの発生に関連する情報として、国内各地で分離されたウイルスの性状に
関する情報、環境省により収集された、全国各地の野鳥観察情報やガン・カモ類の飛来情報
などを地図上で参照できる。
最終版のシステムについて、実際の防疫作業に利用する都道府県の家畜防疫担当者による客
観的な評価を得るため、事業参画 5 県の全てでシステムについての現地研修（図４）を行い、シ
ステムの一連の機能について研修を行った後、一定形式のアンケートを用いた調査を行った。

【図４】都道府県での研修の実施状況（平成 25 年度の例）
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アンケートによる調査項目は、（１）現在、農林水産省で運用されている防疫マップの利用経験、
（２）現行システムと比較して、鳥インフルエンザ危機管理情報共有システムで新たに追加され
た機能についての評価、（３）現在の防疫マップと比較した総合評価、（４）システムについての
具体的な追加要望、
（５）研修についての評価の 5 項目とした。その結果、開発したシステムで追
加された機能に関する評価（図５）では、
「非常に役立つ」または「役立つ」との評価が、質問し
た 13 項目（機能）のうち半数以上の 7 項目で 9 割以上となり、13 項目全てで 7 割を超えた。

【図５】アンケート結果（新たに追加された機能について）
特に、（ア）インターネット地図を背景に利用した道路地図の表示、（オ）複数の移動制限区
域が重なった区域の農場の検索及び（カ）エリアを指定した移動制限区域への任意の農場の追
加・除外の 3 項目について評価が高かった。現行システムとの比較（図６）では、質問した 5
項目の全てで「かなりよい」または「よい」との評価が得られ、特に「機能」と「全体評価」の
2 項目では約 8 割を占めた。一方で、
「悪い」または「悪い」との評価は、4 項目では皆無であっ
たが、
「動作速度」では 1 割が「悪い」と回答した。動作速度については、システムを利用する
PC や利用回線のスペックに依存する部分が大きいが、研修実施後にシステムのサーバーを農林
水産省の保有するサーバーに移設（後述）したことによってもかなり改善したと考えられた。
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【図６】アンケート結果（現行の防疫マップシステムとの比較）
研修自体についての評価（図７）では、
「悪い」または「かなり悪い」との回答は、全ての質
問項目で 1 割未満であった。「説明のわかりやすさ」あるいは「質問への答え方」といった、研
修内容についての評価が高かったのに対し、「資料の分かりやすさ」
、
「研修時間の長さ」につい
ての評価が若干低かった。今回の研修では、各県で 2～3 時間程度の研修を行ったが、今後、研
修等を実施する場合には十分な時間を確保することについても考慮する必要があると考えられ
た。

【図７】アンケート結果（研修についての評価）
最終版のシステムの開発について、一定のめどが立ったことから、平成 25 年 12 月 6 日に東
京都千代田区内において、開発したシステムと本プロジェクトの成果を一般に普及することを目
的に、公開シンポジウム「鳥インフルエンザ防疫システムの構築」を開催した。事前登録制とし
たにもかかわらず、都道府県、大学、研究機関、関係団体等から約 200 名の参加があり、会場は
ほぼ満席となった。同シンポジウムでは、北海道大学の喜田教授の基調講演の後、本プロジェク
トの各課題の成果についてプレゼンテーションを行った。また、システムの機能を体験できるよ
う、会場にノートパソコン 5 台を設置し、参加希望者の中から 30 名を対象に、実際のシステム
を用いたデモンストレーションを行った（図８）
。
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【図８】公開シンポジウム（平成 25 年 12 月）の模様
デモンストレーションの参加者からは、伝染病発生時のシステムの具体的な活用方法などに
ついて、活発な質問があり、関心の高さがうかがわれた。シンポジウムの模様は、後日、マスコ
ミでも紹介され、システムを含む本プロジェクトの成果の普及について、一定の効果があったと
考えられた。
プロジェクト終了後のシステムの活用については、平成 24 年度より、平成 22 年度から独自
に防疫マップシステムを開発、所管している農林水産省の担当部局との間で、プロジェクト終了
後の本システムの活用について調整を進めてきた。本事業で開発されたシステムは重要家畜疾病
発生農場での殺処分、殺処分された死体の焼却・埋却、発生農場の一定範囲の農場の移動制限、
移動制限区域内の道路等における消毒ポイントの設定など、鳥インフルエンザにとどまらず口蹄
疫や豚コレラの発生時にも利用できることから、本システムの活用が疾病発生時の防疫対応を大
きく改善できると考えられた。一方で、本システムを農林水産省と都道府県との間で実際に活用
するためには、サーバーの設置コストや地図データの利用コストなどを削減し、システムの維持
に必要なコストを最小限とする必要があること、防疫マップシステムに入力される農場情報は、
農場の名称や住所を含む個人情報であるため、システムの利用を認める範囲は行政機関等、防疫
対応に直接関連する機関にとどめる必要があるとの課題が明らかとなった。これらの課題を踏ま
え、農林水産省との協議を進め、コストに関しては、平成 25 年度末にシステムの設置サーバー
を民間サーバーから、農林水産省の農林水産研究総合情報センターが保有するサーバー「バーチ
ャルラボシステム」に移行することで解決した。後者については、都道府県が農場から住所や家
畜の飼養状況等のデータの提供を受ける際に、防疫マップシステムの利用範囲が所在都道府県及
び農林水産省と動物衛生研究所であることを条件として提示し、協力を得ている事例があるため、
本システムを防疫マップとして利用する場合にも、現行システムの利用者の範囲を踏襲すること
とした。また、システム側においても、システムの利用時にサーバーとの通信に利用するプロト
コル（通信言語）を暗号（SSL）化するとともに、各都道府県の小字界に関する GIS データを追
加整備するなど、全国防疫マップとしての運用に向けた対応を進めた。こうした取り組みの結果、
25 年度末までに、農林水産省側でも移行後のシステムの維持に必要な予算を確保するなど、本
システムを全国家畜防疫マップとして恒久的に利用可能な環境が整備された。プロジェクト終了
以降は、本システムを農林水産省に移管するとともに、全国の農場データの登録、都道府県の防
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疫担当者を対象とした研修などが行われ、実際に本システムが全国家畜防疫マップシステムとし
て利用される予定となっている（図９）
。

【図９】プロジェクト終了後のシステムの運用イメージ
研究項目２：野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価
・概要
鳥取大学では、各種野鳥を用いて H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する感受性
実験を実施した。対象鳥種は、我が国と韓国において感染が確認されたカモ 5 種、サギ 5 種、猛
禽類 1 種およびミヤマガラスを選択した。各種野鳥を捕獲あるいは人工飼育個体を入手し、BSL-3
実験室内でウイルスを感染させて、症状観察、死亡率、潜伏期間、ウイルス排泄量、排泄期間、
体内分布、病理変化などの基礎データを収集した。捕獲も飼育個体も入手が困難な種（ハヤブサ、
ナベヅル）に関しては、野外感染死亡個体を入手して、参考データを収集した。得られた成績に、
各鳥種の飛来ルート、生息状況、養鶏場周辺の環境データなどを加え、本ウイルスの国内流行に
おける各種野鳥の感染源としてのリスクを評価した。
北海道大学では、秋期にモンゴル、北海道で野生水禽の糞を採取し、そこからインフルエンザ
ウイルスを分離し、分離されたウイルスの遺伝子と抗原性を解析した。遺伝子情報は公共データ
ベースである DDBJ/GenBank/EMBL に登録し、公表した。また、BSL-3 実験室内で H5N1 高病原性鳥
インフルエンザウイルスおよび低病原性の H5N1 および H7N9 ウイルスをニワトリ、アヒル、ハシ
ブトガラスとスズメに接種し、症状観察、死亡率、潜伏期間、ウイルス排泄量、排泄期間、体内
分布、病理変化のデータを収集した。また、現在アジアで流行している鳥インフルエンザウイル
スを収集し、同様に解析した。この際にウイルスが分離された場所、時期、分離ウイルスの遺伝
子、抗原性、鳥類に対する病原性に関する情報を、本プロジェクトで開発した GIS に反映させた。
合わせて既に北海道大学で運用しているインフルエンザウイルスデータベースシステムを改良し、
当該データの双方での活用する環境を整えた
・目標に対する成果
鳥取大学における成果
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2010 年 11 月から翌 3 月まで、H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス(HPAIV)の家禽および野
鳥への感染例が国内で多数報告された。HPAIV に感染した野鳥がウイルス伝播に関与した可能性
が考えられているが、近年の流行株の野鳥に対する病原性は明らかになっていない。死亡した野
鳥の種類は多種に渡る一方で、各鳥種の死亡個体数には偏りが認められた。野鳥における HPAI 発
生数とは、その斃死体が発見され、確定診断においてウイルスが分離された個体数のことである。
すなわち、鳥の大きさ、色及び生息域といった形態/生態学的特徴が、「人による斃死体の発見の
し易さ」に関与するため、各野鳥の HPAI 発生件数と原因ウイルスのそれらに対する病原性が比例
するとは限らない。この点において、人間管理下の家禽における HPAI とは大きく異なる。それぞ
れの野鳥の高病原性鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスクを正確に把握しておくこと
は、家禽、希少動物さらにはヒトにおける鳥インフルエンザの防疫に非常に有用であると考えら
れた。そこで鳥取大学では、各種鳥類を用いた H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス感染実験
を実施し、各鳥種における当該ウイルスの伝播性や病原性を解析した。
（１）カモ科鳥類に対する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
2010-11 シーズンのカモ科鳥類の H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス感染例の数は、キン
クロハジロ（ハジロ属）12 羽、オシドリ(オシドリ属)11 羽、ホシハジロ(ハジロ属)3 羽、スズガ
モ(ハジロ属)2 羽及びオナガガモ(マガモ属)1 羽であった。件数の大勢を占めたキンクロハジロ及
びオシドリ、1 例のみ死亡例が認められたオナガガモ、さらに日本で頻繁に観察される鳥にもか
かわらず、全く感染例が認められなかったヒドリガモ及びマガモに対する当該シーズンの国内分
離 H5N1 ウイルス株 (A/mandarin duck/Miyazaki/22M807-1/2011 (H5N1)：宮崎株)の病原性を調べ
た(図 10)。実験に供した動物は以下に示す各都道府県知事の許可の下、2012 年 1-3 月に捕獲し、
鳥取大学に輸送した後にウイルス感染実験に供した(キンクロハジロ及びヒドリガモ：福岡県、オ
ナガガモ：千葉県、マガモ：宮崎県)。オシドリは井の頭自然文化園（東京）より卵の供試を受け、
鳥取大学内で孵化及び育雛を生後 8 週齢まで行った後に実験に供した。以下に示す実験①～③は
鳥取大学農学部 BSL3 実験室、実験④は北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター内 BSL3 実験
施設にて実施した。
各鳥類 3～6 羽に宮崎株を 106EID50(50% egg infectious dose)/200ul で鼻腔内接種した。半数は
接種後 3 日目に安楽殺し臓器を採材し(実験①)、残個体は 10 日間観察すると共に、咽頭およびク
ロアカスワブを各日採材し、サンプル中のウイルス価を測定した（実験②）
。ただし、オシドリは
個体数が少なかったため、実験②のみ行った。実験①では主に気管からウイルスが回収され (～
105.3EID50/g)、鳥種間の差はなかった。実験②では、3 羽中 1 羽のオシドリがウイルス接種後 7 日
目に死亡し、他は全羽 10 日間生残した。7 日目までオシドリ、キンクロハジロ及びマガモの主と
して咽頭スワブからウイルスが分離され (～105.5EID50/ml)、うちキンクロハジロ 1 羽は 7 日目以
降に神経症状を示した。一方で、オナガガモ及びヒドリガモの咽頭スワブからは 3 日目までウイ
ルスが分離されるにとどまった(～104.0EID50/ml)。
同様に 104 および 102EID50 のウイルスをオナガガモ、ヒドリガモおよびマガモ各 2 羽にそれぞれ
接種したところ(実験③)、104EID50 のウイルスを接種したマガモおよびヒドリガモの咽頭スワブ
からウイルスが回収された (～103.5EID50/ml)。
個体間でウイルスが伝播するかを調べるため、マガモ、ヒドリガモおよびオナガガモ各 4 羽を
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2 羽ずつ同居させ、うち 1 羽に 106EID50 のウイルスを接種し 10 日間観察した（実験④, 図 11）
。
ウイルス非接種個体において、オナガガモ 1 羽を除く全羽で血清中抗体の陽転が認められたが、
ウイルスが回収された個体はヒドリガモ 1 羽のみであった。

図 10．オシドリの感染実験

図 11．ヒドリガモの同居感染実験

以上の結果から、近年流行している H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスは実験に供した全
てのカモ科鳥類に感染し、さらに同種鳥の間で伝播し得ることが明らかとなった。特にオシドリ
およびキンクロハジロは感染により症状を示し、日本でこれらの鳥の HPAIV 感染例が多い事実と
対応するものと考えられる。一方で、本研究を通してウイルス接種により死亡した個体はオシド
リ 1 羽のみで、伝播試験におけるウイルス非接種個体からは殆どウイルスが回収されなかった。
これらの結果は流行株がカモ科鳥類の群内で感染を繰り返し、大量死を引き起こすまでの病原性
を有していないことを示唆している。また、用いたカモ類に共通して、ウイルスを糞便中よりも
上部気道から多く排泄していることも明らかとなった。このことは今後のカモ類のウイルス保有
状況調査の手法を改良して行く余地があることが示唆された。
一方、2011-2012 年にわが国に飛来したカモ類 6 種の抗体調査を実施した結果、141 羽中 2 羽（オ
ナガガモ及びキンクロハジロ）の血清で家禽由来 H5 インフルエンザウイルスに対する HI 抗体（HI
価 1:8）が認められた（陽性率 1.4%）
。すなわち、わが国に飛来する野生カモ類の H5 抗体保有率
は 2010−11 年の国内大流行を経験した後も低く推移しており、感染リスクは依然として高いもの
と考えられた。
（２）サギ科鳥類に対する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
2010-11 シーズンのサギ科鳥類の H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス感染例は、大分県の
アオサギ(アオサギ属)1 例のみであったが、世界的には 2002-06 年に香港、エジプト及びフラン
スのアオサギ、ダイサギ(アオサギ属)及びコサギ(シラサギ属)の斃死体から H5N1 高病原性鳥イン
フルエンザウイルスが分離されている背景がある。サギは日本でも河川や水田でよく観察される
水鳥で、カモ科鳥類とその生息域を共有する生態上、これらに対する H5N1 高病原性鳥インフルエ
ンザウイルスの病原性も評価しておく必要がある。本研究ではアオサギ、チュウサギ(アオサギ属)、
コサギ及びゴイサギ(ゴイサギ属)に対する宮崎株の病原性を調べた。動物(図 12,13)は茨城県知
事の許可の下、雛の捕獲を 2012 年 7 月に行い、鳥取大学に輸送し育成した後に実験に供した。以
下に示す実験⑤及び⑥は鳥取大学及び北海道大学でそれぞれ実施した。
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図 12．コサギの感染実験

図 13．アオサギの感染実験

コサギ 2 羽およびゴイサギ 3 羽に宮崎株を 106EID50/200ul で鼻腔内接種し、10 日間観察すると共
に、気管およびクロアカスワブを各日採材し、サンプル中のウイルス価を測定した(実験⑤, 図
12)。結果、コサギ 2 羽とゴイサギ 1 羽が接種後 4-5 日目に神経症状等の臨床症状を示した後に死
亡した。これらの個体は死に至るまで気管およびクロアカからウイルスを排出していた (～
104.3EID50/ml)。一方、生残したゴイサギ 2 羽は 10 日間生残し血清中抗体価の上昇は認められなか
った。
アオサギ 4 羽およびチュウサギ 1 羽に実験⑤と同様のウイルス接種試験を行った（図 4）
。アオ
サギについては同じ飼育房にウイルス非接種個体 2 羽を同居させ、ウイルス伝播するかを合わせ
て検討した（実験⑥）
。結果、ウイルス接種した全ての個体の気管スワブを主としてウイルスが回
収された(～104EID50/ml)。ウイルス接種したアオサギは 4 羽中 2 羽が沈鬱症状を示し、うち 1 羽
が 6 日目に死亡した。同居させた個体からは、接種群から遅れてウイルス排出が認められ、うち
1 羽は 10 日目に臨床症状を示した。
以上の結果から近年流行している H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスは実験に供した全
てのサギ科鳥類に感染し、アオサギ間ではウイルスが伝播することが分かった。本研究において
高病原性鳥インフルエンザウイルスのサギに対する病原性はカモ科鳥類のそれと同等であった。
サギの HPAI 発生件数の少なさは、カモと比較して体を水に浮かべて泳ぐことが少ないといった行
動形態がサギのウイルス感染機会の減少に関与しているものと考えられる。一方で、サギは同科
多種を含めた集団繁殖地(コロニー)を形成することから、高病原性鳥インフルエンザウイルスの
保持・流行に与る可能性は否定できず、防疫上の観点から、定点観測等の生態状況の把握を継続
的に行う必要があると考えられた。
（３）猛禽類およびミヤマガラスに対する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
オシドリや他のカモ達と同様、ハヤブサ等の猛禽類も 2010-2011 年発生当時、全国各地で計１1
例の感染個体が報告された。ハヤブサはハトやカモ類、小鳥などを空中で捕捉して餌とする。従
ってこれらのハヤブサは感染した鳥類を食べて、感染した可能性が高いと考えられた。また我が
国ではハヤブサは留鳥であることから、このハヤブサによってウイルスが国内に持ち込まれたと
は考えられない。しかし猛禽類として食物連鎖の頂上にいることで、その裾野にはさらに多くの
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感染個体がその地域の自然環境中に存在したと考えられた。

そこで本ウイルスに対する猛禽類

の感受性を調べる目的で、猛禽類の中でも比較的小型のチョウゲンボウを用いて、これまでカモ
やサギで実施してきた感染実験と同様の方法で実験を行った(図 14)。また、感染鳥を補食するこ
とで自らも感染する経口ルートからの感染を想定して、感染鶏雛の肉を餌として与え、感染が成
立するか否か、またどのような経過を辿るかを解析した（実験⑦）
。その結果、経鼻接種群も経口
接種群もともに用いたすべてのチョウゲンボウで感染が成立し、咽頭およびクロアカの双方から
ウイルスを排泄して、いずれの個体も 3-6 日以内に死亡した。感染させたチョウゲンボウの各臓
器のウイルス価を示します。いずれも、脳を含む全身で、かなり高濃度（3.3-7.5logEID50/g）に
ウイルスが増殖することが明らかとなった。

図 14. チョウゲンボウの感染実験

図 15. ハヤブサの感染死亡個体

一方、2011 年に H５N１ウイルスに感染して斃死したハヤブサ 4 羽およびオオタカ１羽の死亡個
体（鳥取大学に凍結保存中）について、ウイルス体内分布を調べた結果、感染実験同様、いずれ
も脳を含む全身でウイルスが増殖していたことが確認された(図 15)。
また、これらのハヤブサの胃の中の残渣から DNA を抽出し、 DNA バーコーディングの手法を用い
てハヤブサが死ぬ直前に何を食べて感染した可能性があるのかを調べた結果、１羽のハヤブサの
そ嚢からツグミ（冬季に大陸から日本に飛来する冬鳥）の遺伝子が、別の個体からはドバトとヒ
ドリガモの遺伝子がそれぞれ検出された。
以上の成績から、猛禽類は必ずしも終宿主とは限らず、さらなる流行拡大のためのウイルスの運
び屋にもなり得ることが明らかとなった。
次に、2011 年の鹿児島県出水のツルの越冬地での本病流行に対して、ミヤマガラスがこの地域
にウイルスを持ち込んだ可能性を検討した。ミヤマガラスはユーラシア大陸中緯度地方に生息し
ており、日本には越冬のために飛来する冬鳥である。出水においても、カモ同様かなりの羽数が
生息しており、ツルのための人工給餌はまず、ミヤマガラスが最初に餌に群がって、一段落して
からツルの食事の時間が始まるといった状況で、この地域では両者がかなり濃密な接触をしてい
ることがわかる。そこで捕獲したミヤマガラス 6 羽を用いて、カモ類同様、感受性実験を実施し
た。宮崎株を 106EID50/200ul で鼻腔内接種し、10 日間観察すると共に、気管およびクロアカスワ
ブを各日採材し、サンプル中のウイルス価を測定した(実験⑧)。その結果、すべての個体の気管
およびクロアカからウイルスが回収され、8 日目に死亡した 1 羽の臓器（気管、腸、膵臓）から
もウイルスが回収された。以上の成績はミヤマガラスもまた大陸から我が国へウイルスを運搬す
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る可能性があることを示していた。
（４）ナベヅルに関する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス疫学調査
ナベヅルの感受性について補助的なデータを得ることを目的として、鹿児島県出水市のツル保
護センター保護されているナベヅルの血清抗体調査を実施し、12 羽中 1 羽において H5 亜型の鳥
インフルエンザウイルスに対する抗体が陽性（HI 価 1:16）であることを確認した。また、2010
年に H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染し、斃死したナベヅルの死亡個体（鳥取
大学で凍結保存）2 個体を用いて、ウイルスの体内分布（各臓器のウイルス価）を調べた結果、
脳を含む全身でウイルスが増殖していたことが明らかとなった（図 16）。特に各臓器のうち脳の
ウイルス価が最も高く、野外で神経症状を呈していた感染個体が複数存在していたという当時の
報告と合致していた。
以上の成績からナベヅルが本ウイルスに対して抵抗性であるとは考えにくく、今後、再びウイ
ルスがこの地域に侵入した場合にはナベヅルの集団の中で流行が拡大する可能性は否定できない
と考えられた。

図 16．ナベヅルの感染死亡個体
北海道大学における成果
2010 年の 10 月に北海道稚内の大沼にて採取した野鳥の糞便から H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイ
ルスが分離された。その後、2010 年 11 月から翌 3 月まで同ウイルスの家禽および野鳥の感染例が国内
で多数報告された。また、2007 年、2008 年に国内で分離された H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイル
スは、モンゴルで斃死した野鳥から分離されたウイルスと似ていた。したがって、野鳥により国内にウイル
スが持ち込まれる際には、野鳥の飛来地における鳥インフルエンザのサーベイランスが重要であることが
示された。そこで、北海道大学では、国内外での鳥インフルエンザのサーベイランスを強化し、分離ウイ
ルスのデータを蓄積した。2011 年度は、北海道、モンゴル、ベトナムにおいて、10,166 検体のサンプルか
ら、127 株のウイルスを分離した。2012 年度は同じく北海道、モンゴル、ベトナムにおいて、6,722 検体中
157 株のウイルスを分離し、2013 年は、北海道とモンゴルにおいて 1504 検体中、85 株のウイルスを分離
した。分離ウイルスの亜型は、H1－H13 および H16、N1-N9 であった。これら分離された 369 株のうち、
110 株の HA および NA 遺伝子を DDBJ/GenBank/EMBL に登録した。さらに、本プロジェクトおよびこれ
までに北海道大学で収集したウイルス 1,751 株の採取場所とその緯度経度、分離宿主、材料、病原性お
よびシークエンスデータの有無を、既存の北海道大学インフルエンザデータベースシステムに登録して
データベース化し、本プロジェクトの GIS に反映した。
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これまでの国内の家禽の高病原性鳥インフルエンザは、野鳥のウイルスが鶏舎などに持ち込まれることが
原因と考えられている。しかしながら、渡りをする野鳥が養鶏場に直接侵入することは考えにくく、そのよう
な例はない。したがって、養鶏場周囲に生息する留鳥や小動物を介してウイルスが養鶏場内に持ち込ま
れる可能性がある。そこで、北海道大学では、分離されたウイルスおよび近年海外で流行している鳥イン
フルエンザウイルスの、家禽および養鶏場周囲に生息するハシブトガラス、スズメおよびクマネズミに対す
る病原性を解析した。2011 年度は国内で分離された H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス
(A/whooper swan/Hokkaido/4/2011 (H5N1)：北海道株)、2012 年度は北海道株と遺伝子と抗原性の異な
る 2 株の H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルス (A/muscovy duck/Vietnam/OIE-559/2011 (H5N1):
ベトナム株、A/peregrine falcon/Hong Kong/810/2009 (H5N1):香港株)を用いた。2013 年度は野鳥が保
有 す る 病 原 性 の な い ウ イ ル ス に 由 来 す る H5N1 低 病 原 性 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス
（A/duck/Hokkaido/Vac-1/2004 (H5N1):Vac-1 株）と中国で H7N9 亜型鳥インフルエンザウイルスによる
ヒト感染の際、ヒトから分離された H7N9 ウイルス（A/Anhui/1/2013 (H7N9):Anhui 株）を用いた。
・家禽に対するに対する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
ニワトリおよびアヒルに対する北海道株、ベトナム株、香港株および Vac-1 株の病原性を調べた。動物
は 4 週齢のニワトリ（ボリスブラウン）および 4 週齢のアヒル（チェリバレー）を用いた。実験は北海道大学大
学院獣医学研究科の BSL3 実験施設にて実施した。
各鳥 8 羽にウイルスを 106.0 EID50(50% egg infectious dose)/100ul で鼻腔内接種した。死亡した場合は死
亡個体から、生残していれば接種後 3 日目に 4 羽を安楽殺し、臓器およびスワブを採材し、サンプル中の
ウイルス価を測定した。残個体は 14 日間観察した。ベトナム株、香港株を接種したニワトリは 2 日目で、北
海道株を接種したニワトリは 4 日目までで全羽が沈鬱、食欲低下の臨床症状を呈したのちに死亡した。北
海道株、ベトナム株、香港株を接種し、死亡したニワトリの気管スワブ、クロアカスワブと全身臓器から高い
ウイルス価でウイルスが分離された(～109.5 PFU (plaque forming unit)/g)。Vac-1 株を接種したニワトリは臨
床症状を示さず 14 日間生残し、3 日目にウイルスは分離されなかった。北海道株、ベトナム株、香港株を
接種したアヒルは、いずれも 4 羽中 1 羽が死亡し、それぞれ 9 日目、5 日目、4 日目であった。3 日目のア
ヒルからは北海道株とベトナム株は全羽から、香港株は 4 羽中 1 羽から高いウイルス価でウイルスが分離
された(～109.8 PFU/g)。Vac-1 を接種したアヒルは、臨床症状を示さず、ウイルスも分離されなかった。
よって、北海道株、ベトナム株、香港株はニワトリでよく増殖し、感染後数日で死亡するが、アヒルでは死
亡は稀だが、ウイルスはよく増殖することが明らかとなった。
・留鳥に対するに対する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
ハシブトガラスおよびスズメに対する北海道株、ベトナム株、香港株および Vac-1 株の病原性を調べた。
ハシブトガラスは夕張市で捕獲したものを使用した（鳥獣捕獲許可番号第 14-22 号、第 5-7 号、23-24
号：夕張市）。スズメは、長野県安曇野市猟友会の協力のもと捕獲した（23 松地林第 326-006 号）実験は
北海道大学大学院獣医学研究科の BSL3 実験施設にて実施した。
各鳥 8 羽にウイルスを 106.0 EID50/100μl で鼻腔内接種した。接種後 3 日目に 4 羽を安楽殺し、臓器およ
びスワブを採材し、サンプル中のウイルス価を測定した。北海道株を接種したハシブトガラスは、感染した
が全羽生残し、1 羽のみ 3 日目に肺、腎臓、結腸からウイルスが分離された。ベトナム株を接種したハシブ
トガラスは、5 および 9 日後に 1 羽ずつ死亡し残りの 2 羽は生残した。接種後 3 日目の 4 羽中 2 羽の肺
からウイルスが分離された。香港株を接種したハシブトガラスは、接種後 7 日目までに全羽が死亡し、脳を
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含む全身臓器およびスワブからウイルスが高いウイルス価で分離された。したがって、これらウイルスのハ
シブトガラスに対する病原性は、株により大きく異なることが分かった。北海道株、ベトナム株、香港株を
接種したスズメは、いずれも接種後 7 日目までに全羽が死亡し、全身臓器およびスワブから高いウイルス
科で分離された。Vac-1 株を接種したハシブトガラスは、いずれも感染抗体を認めなかった。よって、これ
ら高病原性鳥インフルエンザウイルスを接種したスズメは、ウイルスを排泄しながら 1 週間程度で死亡する
ことが分かった。Vac-1 を接種したスズメは、臨床症状を示さず生残し、ウイルスも回収されなかったが、
全羽で感染抗体を認めた。
さらに小型の留鳥に対する病原性を調べるために、ハクセキレイを捕獲し、同様の実験プロトコールで
感染実験を実施した。北海道株、ベトナム株、香港株いずれも感染し、ウイルスが分離されたが、人工飼
育の影響でコントロール群も死亡してしまったため、病原性の判定には至らなかった。
・哺乳動物に対するに対する H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
養鶏場周囲でよく見つけられる哺乳動物にはドブネズミおよびクマネズミがいる。今回は、イカリ消毒株
式会社が人口繁殖しているクマネズミを使用した。また、ブタに対する病原性を調べる目的で 4 週齢のブ
タを用いた。実験は北海道大学大学院獣医学研究科の BSL3 実験施設にて実施した。
クマネズミは、各 8 匹にウイルスを 106.0 EID50/100μl で鼻腔内接種した。接種後 3 日目に 4 羽を安楽殺
し、臓器およびスワブを採材し、サンプル中のウイルス価を測定した。ブタは 108.3 EID50/100μl で 3 頭の
ブタに鼻腔内接種し、接種後 7 日目まで鼻腔スワブを採取し、ウイルス価を測定した。
北海道株、ベトナム株、香港株、Vac-1 を接種したクマネズミは、接種後 14 日間臨床症状を示さず生残
した。北海道株を接種した 1 匹のみ腎臓と腸管でウイルスが分離された。北海道株、ベトナム株、香港株
は接種後 14 日後に感染抗体が検出された。北海道株を接種したブタの接種後 1 日目から 6 日目の鼻腔
スワブから低いウイルス価でウイルスが分離された（～103.3 PFU/ml）。
以上より、これらウイルスのクマネズミに対する病原性は低く、ウイルスに感染しウイルスを運ぶリスクは
低いと考えられた。
・中国で分離された H7N9 亜型鳥インフルエンザウイルスの鳥および哺乳動物に対する病原性
国立感染症研究所より中国で人から分離された H7N9 ウイルス（A/Anhui/1/2013 (H7N9)：Anhui 株）の
分与を受け、上記と同様に家禽、留鳥および哺乳動物に対する病原性を調べた。ウイルスを接種したニ
ワトリは、臨床症状を示さず 14 日間生残し、3 日目の全羽の気管と気管スワブから低いウイルス価でウイ
ルスが分離された（～101.5 PFU/ml）。ウイルスを接種したアヒルは、臨床症状を示さず生残し、3 日目の気
管からウイルスが分離された（～1012.7PFU/ml）がスワブからは分離されなかった。また、ハシブトガラスは
4 羽中２羽の気管スワブからウイルスが分離された（～101.7 PFU/ml）。スズメは、臨床症状を示さず生残し、
４羽中３羽の感染が確認された。しかしながら、３日目にウイルスは分離されなかった。クマネズミは全匹で
感染が確認されたが、ウイルスは分離されなかった。ウイルスを接種したブタからは接種後１日目から５日
目まで鼻腔スワブからウイルスが分離された（～105.0 PFU/ml）。以上より、これらの鳥および動物は Anhui
株に感染はするが、いずれの動物でもウイルス排泄量は少ないことが明らかとなった。
研究項目３：One Health の実践による感染症制御の新戦略
自治体職員等を招聘し、過去の鳥インフルエンザ発生事例における問題点などを確認し、その経験に
基づく対応マニュアルの改善内容を精査する為の、アドホック委員会を開催した。アドホック委員会では、
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「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の使用方法や有用性を紹介することにより、本プロジェク
トで開発されているシステムに対する理解の浸透を図った。海外諸国における One Health の実践状況の
調査のため、WHO、FAO などの国際機関や One Health をテーマとした国際学会に赴き、情報を収集し
た。また国内における One Health の実践に向け、医師と獣医師の意識、関連省庁や自治体による研修
会、ズーノーシス対策についてのアンケート調査を実施して、今後の日本における One Health の実践方
法について検討した。
・目標に対する成果
・ 16 自治体の家畜衛生、公衆衛生、環境部局の担当者を招聘したアドホック委員会を会議を 4 回開催し、
鳥インフルエンザ発生時対応の問題点について整理できた。15 の自治体でその発生経験に基づき、医
療機関、資材会社、警察などとの連携を含め対応マニュアルを改善し、事前訓練などを行っている事が
確認できた。しかし部局間の情報共有は鳥インフルエンザ以外のズーノーシス等の情報については徹底
されていない自治体が 4 割程あり、One Health の実践という観点では不十分と考えられた。最終年度では
「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の使用方法や有用性についてアドホック委員会参画の
自治体以外を含め計 17 自治体の関係者に紹介することができ、今後の各自治体における本システム活
用に向け、良いデモストレーションとなった。
・スイス ダボスにて開催された国際学会（One Health Summit；2013 年 11 月 17-20 日）への参加により、
海外、特にアフリカおよびアジアの貧困国では広い分野で One Health の実践が進められていることがわ
かった。感染症分野についてはアジア、アフリカ諸国で FAO、WHO、OIE を中心とした国際機関の協力
により獣医学教育の改善、感染症の早期検出、早期対応、ラボ機能の改善、地域住民の衛生観念の改
善 が 行 わ れ て い た 。 欧 州 で は The European Network for Animal Disease and Infectiology
Research Facilities や WildTech という欧州委員会によるプロジェクトにより近隣国の関連機関
との間で家畜や野生動物の疾病サーベイランスについて連携、情報共有が進められていることがわか
った。また、国土の割に家畜の飼養頭数が多く、Q 熱などのズーノーシスのアウトブレイクを経験している
オランダでは毎月定期的に One Health 関連 7 機関合同の会議が開催していると報告があった。一方、
隣国、韓国ではまだ One Health の実践は進んでいないが、2013 年にソウル大学が中心となり One
Health Forum Korea 2012（2012 年 12 月 13-14 日）を開催、関係者に対する One Health の啓発を行な
っていた。南米諸国における状況は南米からの参加者が少なかったため不明だが、以上のように世界の
多くの国で One Health の実践に向けた動きがあることがわかった。
・ 獣医師、内科医および内科以外の医師の 3 グループ各 100 名、計 300 人へのインターネットを介した
アンケート調査を実施した。これにより日本の医師および獣医師において One Health という言葉は 8 割程
の人には認識されていないことがわかった。しかしその理念の説明により、8 割以上の人が One Health の
意義に理解を示した。またこれまで各地域社会におけるズーノーシスや野生動物関連の講演やセミナー
等の開催はなかったという回答が 8 割以上であった。獣医師は全 10 設問において One Health について
肯定的な回答が多く、医師と比較して One Health への関心が高い事が示された。一方、内科医と内科以
外の医師の間では回答結果に大きく異なる点はほとんどなかった。アドホック会議における聞き取りにより、
農林水産省、厚生労働省および環境省の間では情報共有が進められているが、それぞれが開催してい
る研修会等において One Health を紹介することは少なく、特に環境分野では感染症関係の研修もほぼ
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無いことがわかった。 今後の感染症対策として、行政機関における One Health 実践案をまとめ、多くの
関係者に One Health の理念を理解してもらう必要があると考えられた。
研究項目４：H5 亜型特異的抗原検出キットの試作
・概要
H5 亜型インフルエンザウイルスの HA タンパク質に対する鶏型単クローン性抗体（抗 HA1 及び
抗 HA2）を作製した。抗 HA1 抗体は H5 亜型 HA タンパク質に特異的な結合を示した。一方、抗 HA2
抗体は H5 亜型以外に H1、H2 及び H6 亜型の HA タンパク質に結合することを確認した。H5 亜型 HA
タンパク質を特異的に検出する為に、これらの抗体を用いたイムノクロマトグラムを試作した。
試作品は H5 亜型インフルエンザウイルスリコンビナント抗原には反応したが、感染家禽由来サン
プルを用いた試験では、非特異的な反応を示した。抗 HA1 抗体の H5 亜型に対する特異性は確認さ
れている為、抗体の抗原親和性を高める等の工夫によって、H5 亜型特異的抗原検出キットが作製
できる可能性が示された。
・目標に対する成果
平成 23 年度は H5 亜型 HA タンパク質に特異的に反応することが期待される単鎖型鶏単クローン
性抗体の作成を目標に、HA1 アミノ酸領域を化学合成し、作製した合成ペプチドでニワトリを免
疫した。合成ペプチドに対する抗体上昇が確認されたニワトリから脾臓細胞を調製し、RNA を抽
出後、cDNA を作製してファージミドベクターに組み込み、これで大腸菌を形質転換することによ
り、ファージディスプレイ法による単鎖ファージ抗体ライブラリーを作成した。この抗体ライブ
ラリーから H5 亜型 HA タンパク質と反応する抗体を選抜した。
平成 24 年度は、2 種類の HA1 及び 5 種類の HA2 の特異領域に結合性が高かった単鎖型鶏単クロ
ーン性抗体を 2 本鎖 IgY に変換し、それらについて特定したペプチド領域及び HA タンパク質との
結合性を確認した。HA1 領域に関しては 1 本鎖と比較して 2 本鎖抗体の結合性が落ちることが確
認された。より高い感度のキットを作製する為に、再度抗体ライブラリーのスクリーニングを行
ない、新たに 2 クローンをキット作製用候補抗体とした。結合性の高い HA2 領域認識 IgY につい
ては、H1-15 亜型ウイルスとの交差性を確認したところ、H5 以外に H1、H2 及び H6 亜型 HA との反
応性が認められた。これらの亜型の HA タンパク質のアミノ酸配列比較から予測すると、HA2 で決
定した配列と他の亜型の HA の間で似通ったエピトープが存在し、それを認識する抗体であること
が示唆された。本研究成果物の特許出願も考慮に入れ、弁理士との相談を行った。
平成 25 年度は、H5 亜型 HA1 特異領域に結合する 1 種類の 2 本鎖鶏単クローン性 IgY・抗 HA1 抗
体について、リコンビナント H1-16 亜型インフルエンザウイルス HA 抗原やホルマリン不活化 H5
ウイルス粒子との反応性を ELISA 法によって検証したところ、H5 亜型のみに特異的反応すること
が確認された。この抗 HA1 抗体を産生する細胞を大量培養し、抗体を精製、それらを用いてイム
ノクロマト法による迅速診断キットを 3 種類試作した。3 種類のイムノクロマトグラムは、
0.005%Tween20 加 PBS(pH7.1)に懸濁させたリコンビナント H5 亜型ウイルス抗原と反応することが
確認された。しかし、そのシグナルは肉眼で検出可能ではあるが、強いものではなかった。さら
に H1-16 亜 型 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス を 実 際 に 用 い て 反 応 性 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、
7.32log10EID50/ml 以上の濃度でも H5 亜型を含めいずれの亜型の A 型インフルエンザウイルスにも
33

反応しなかった。また、HPAIV 感染家禽由来サンプルに対する有効性を検証する為に、ニワトリ
及びアヒルに H5N1、H5N2 及び H7N7 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスを感染させ、ニワト
リでは感染から 48 時間後、アヒルでは感染から 72 時間後に気管及び総排泄腔からスワブを採取
し、0.005%Tween20 加 PBS（pH7.1）に懸濁後、夾雑物を遠心分離により沈殿させた検体を用いて
試作キットの反応性を検証した。H5 及び H7 亜型感染ニワトリ及びアヒルの総排泄腔から採取さ
れた一部のサンプルで、陽性反応が認められた。しかしながら H7 亜型感染アヒルのサンプルの一
部でも陽性反応が認められたこと、ウイルス力価がウイルス分離での検出限界以下の検体でも陽
性反応が認められたことから、試作キットで認められた陽性反応が非特異的反応であることが示
唆された。イムノクロマトグラム法ではウイルス粒子をバッファーに懸濁した後に反応に供する
ことから、反応感度を高める目的でバッファーに異なる界面活性剤を添加したり、バッファー自
体の pH を変化させるなど、バッファーについて条件検討を行う過程で、非特異的な陽性反応が起
こることを見いだした。以上の結果から、今回作出された H5 亜型特異的抗体を用いて H5 亜型 HA
を特異的に検出する診断キットを作成するには HA タンパクの特異的結合部位を効率よく露出さ
せ、かつイムノクロマトグラムに影響を与えない最適なバッファー及び界面活性剤の条件検討を
より詳細に検討するなどして、キットの検出感度を高める検討を行う必要がある。
（３）研究成果の発表状況
（ⅰ）主な情報発信（一般公開のシンポジウム、セミナー、説明会、展示会、Web ページ等、
）
①シンポジウム 「タイトル」（主催者） , 日付, 場所
「鳥インフルエンザ防疫システムの構築」（動物衛生研究所）, 2013.12.6, 大手町サンケイプラザ
② Web 公 開 : 「 研 究 活 動 報 告 詳 細 ： 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ 防 疫 シ ス テ ム の 構 築 」 ,
http://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/niah/030506.html, 2012.4.4
（ⅱ）特許出願
特許出願：特許出願件数（うち登録件数）

特許出願

原著論文発表

左記以外の

（査読付）

誌面発表

口頭発表

受賞等

合計

国

内

0件

1件

16 件

24 件

0件

41 件

国

外

0件

2件

0件

12 件

0件

14 件

合

計

0件

3件

16 件

36 件

0件

55 件

（ⅲ）原著論文（査読付き）
①Kajihara, M., Sakoda, Y., Soda, K., Minari, K., Okamatsu, M., Takada, A., and Kida, H. : 「The
PB2, PA, HA, NP, and NS genes of a highly pathogenic avian influenza virus A/whooper
swan/Mongolia/3/2005 (H5N1) are responsible for pathogenicity in ducks」, Virology Journal, 10, 45,
(2013)【国外誌】
②Sakoda, Y., Ito, H., Uchida, Y., Okamatsu, M., Yamamoto, N., Soda, K., Nomura, N., Kuribayashi,
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S., Shichinohe, S., Sunden, Y., Umemura, T., Usui, T., Ozaki, H., Yamaguchi, T., Murase, T., Ito,
T., Saito, T., Takada, A., and Kida, H. :「Reintroduction of H5N1 highly pathogenic avian influenza
virus by migratory water birds, causing poultry outbreaks in 2010-2011 winter season in Japan」,
Journal of General Virology, 93, 541-550, (2012) 【国外誌】
（ⅳ） 上記論文以外による発表
国内誌（国内英文誌を含む）
①山本健久：「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システムの開発－鳥インフルエンザ発生時の防
疫対応を支援！－」，養鶏の友，3，14-17，（2014）
②Soda, K., Usui, T., Uno, Y., Yoneda, K., Yamaguchi, T., and Ito, T.:「Pathogenicity of an H5N1
Highly Pathogenic Avian Influenza Virus Isolated in the 2010-2011 Winter in Japan to Mandarin
Ducks.」J. Vet. Med. Sci.,75(5):619-624(1213)
③喜田 宏：「ウイルス感染症-インフルエンザ」,臨牀と研究,90(12),1666-1673,(2013)
④喜田 宏：「インフルエンザウイルスの生態」,小児内科,45(11),1927-1934,(2013)
⑤ 喜 田 宏 ： 「 H7N9 お よ び H5N1 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス に つ い て 」 , 感 染 症 と 抗 菌
薬,16(3),272-277,(2013)
⑥岡松正敏、喜田 宏：「鳥インフルエンザの現状と対策」,日本獣医師会雑誌,66(6),352-354,(2013)
⑦喜田

宏：「高病原性鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザ」,感染症道

場,2(1),30-33,(2013)
⑧喜田 宏：「Zoonosis としてのインフルエンザ」,臨床と微生物,39(3),267-273,(2012)
⑨喜田 宏、七戸新太郎：「豚インフルエンザ総説」,養豚の友,512(2),14-6,(2012)
⑩堀田明豊：「One Health Summit 2013」, 日本獣医師会雑誌, 812,380-382,(2014)
⑪堀田明豊：「One Health の理念と感染症対策」, 畜産技術, 709,9-12,(2014)
国外誌
無し
書籍出版
無し
（ⅴ) 口頭発表
招待講演
①山本健久：「動物衛生研究所における家畜防疫対策の取り組み」,ＪＡ・ＡＺＭホール（宮崎県宮崎
市）, 南九州三県（熊本・鹿児島・宮崎）合同家畜防疫研修会, 2013.12.18、【国内会議】
②曽田公輔：「H5N1 亜型高病原性鳥インフルエンザウイルスの野鳥に対する病原性」大阪市,平成
２４年度日本獣医師会獣医学術学会年次大会シンポジウム, 2013.2.10【国内会議】
③喜田 宏：「どうする？鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザ」,グランドプリンスホテル新高
輪、東京都,第 29 回日本環境感染症学会総会・学術集会,2014.2.14、 【国内会議】
④喜田 宏：「鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザ対策の要点」,新宿京王プラザホテル、
東京都,第 14 回インフルエンザ研究会,2013.10.5、【国内会議】
⑤Hiroshi Kida:「For the control of avian influenza and preparedness for pandemic influenza」, Keio
Plaza Hotel Sapporo, Sapporo, 7th International Conference on Structural Genomics, 2013.9.29、
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【国際会議】
⑥喜田 宏：「鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザの正体」,乃木會舘、東京都,平成 25 年
度第 2 回食肉学術フォーラム,2013.8.8、 【国内会議】
⑦Hiroshi Kida：「For the control of highly pathogenic avian influenza and preparedness for pandemic
influenza」, Siriraj Hospital, Thailand, International Conference in Medicine and Public Health 2013 –
Healthy Society beyond Frontiers, 2013.6.26、 【国際会議】
⑧喜田 宏：「ウイルス学の立場から～鳥インフルエンザとパンデミックインフルエンザ対策の基本」,
パシフィコ横浜, 横浜,第 87 回日本感染症学会学術講演会・第 61 回日本化学療法学会総会合同
学会,2013.6.5、【国内会議】
⑨Hiroshi Kida：「Influenza Viruses in Wildlife」, University of Georgia, United States of America,
National Veterinary Stockpile Animal Influenza Viruses Gap Analysis and Countermeasures
Assessment Workshop, 2013.3.26、【国際会議】
⑩Hiroshi Kida:「For the control of highly pathogenic avian influenza and preparedness for pandemic
influenza」, Intercontinental Bangkok, Thailand, International Poultry Council Meeting,2013.3.11、
【国際会議】
⑪Hiroshi Kida：「For the control of highly pathogenic avian and pandemic influenza」, The Grand
Hotel, Taiwan, The 17th FAVA Congress,2013.1.6、【国際会議】
⑫Hiroshi Kida：「Avian Influenza and wild birds」, University Tokyo, Tokyo, The 5th OIE Regional
Expert Group Meeting for Implementation of the Programme on Surveillance of Wild and Domestic
Birds along Migratory Flyways under the OIE/JTF Project for Strengthening HPAI control in Asia,
2012.12.13、【国際会議】
主催講演
無し
応募講演
審査のある講演会
①曽田公輔, 笛吹達史, 宇野有希子, 永井泰子, 尾崎弘一, 山本直樹, 岡松正敏, 迫田義博,
磯田典和,高田礼人, 伊藤啓史,山口剛士, 伊藤壽啓：「2010-11 シーズンに国内の野鳥斃死体から
分離された H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスのカモ科小型鳥類に対する病原性と伝播能の
解析」,大阪市, 第 60 回日本ウイルス学会, 2012.11. 【国内会議】
②Sakoda Y, Ito T, Saito T, Kida H.：「Reintroduction of H5N1 highly pathogenic avian influenza virus
by migratory water birds, causing outbreaks in 2010-2011 winter season in Japan」, London, 8th
International Symposium on Avian Influenza, 2012.4.1-4、【国内会議】
③岡松正敏、迫田義博、本橋友里恵、山本直樹、栗林沙弥、喜田宏: 「2011 年に日本で野鳥から
分離された H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスのカラス、スズメおよびクマネズミに対する病原
性」, 岩手大学, 第 154 回日本獣医学会学術集会, 2012.９．１４、【国内会議】
④西 達也、岡松 正敏、野村 直樹、市川貴也 、Huy Duc Chu、Long Pham Thanh、Long Van
Nguyen、Nam Van Hoang、Tien Ngoc Tien、櫻井 健二、迫田 義博、喜田宏:「ベトナムの家禽から分
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離されたインフルエンザウイルスの遺伝子と抗抗原性の解析」, 大阪, 第 60 回日本ウイルス学会学
術集会, 2012.11.13-15、【国内会議】
⑤七戸新太郎、岡松正敏、迫田義博、喜田宏:「鳥インフルエンザウイルスがブタに感染すると
SAα2,6Gal レセプターを認識するウイルスが選択される」,大阪, 第 60 回日本ウイルス学会学術集
会, 2012.11.13-15、【国内会議】
⑥栗林沙弥、迫田義博、川崎武志、岡松正敏、山本直樹、田中智久、磯田典和、津田祥美、寸田
祐二、梅村孝司、中島典子、長谷川秀樹、松田治男、喜田宏：「高病原性鳥インフルエンザウイルス
のニワトリにおける感染病態とサイトカイン応答」,札幌,第 27 回インフルエンザ研究者交流の会,
2013.6.28-30、【国内会議】
⑦Chu Duc Huy, Yoshihiro Sakoda, Tatsuya Nishi, Shintaro Shichinohe, Masatoshi Okamatsu,
Hiroshi Kida ： 「 Potency of an inactivated influenza vaccine prepared from a low pathogenic
A/duck/Mongolia/119/2008 (H7N9) strain against A/Anhui/1/2013 (H7N9) strain」,札幌,第 27 回イ
ンフルエンザ研究者交流の会, 2013.6.28-30、【国内会議】
⑧日尾野隆大、岡松正敏、西原祥子、高瀬明、迫田義博、喜田宏：「ニワトリのインフルエンザレセプ
ターに関する研究」,沖縄,3rd Negative strand viruses Japan,2014.1.13-15、【国内会議】
審査のない講演会
無し
（ⅵ）受賞等
無し
３．マネジメント
「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」の開発にあたっては、事業参画県の意見を踏まえ
つつ開発を進めるため、毎年度、動物衛生研究所が各都道府県での現地調査や防疫演習等に参
加し、システムへの意見や要望を収集した。また、開発中のシステムは常に参画県の担当者が利用
できるようにし、システムを利用する過程で明らかになった課題や修正点について、その都度連絡を
受けることでシステムに反映した。また、参画大学で実施した、国内外で分離された鳥インフルエン
ザウイルスの性状試験の結果などについてシステムに反映した。
「野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価」では、国内にウイルスを持ち込む可
能性が考えられる渡り鳥に関するリスク評価を鳥取大学のグループが、農場にウイルスを持ち込む
可能性が考えられる留鳥、小型哺乳類のリスク評価を北海道大学の研究グループが立案、実施する
ように仕分けすることにより、実験の重複が起こらないようにする一方で、大型の鳥類を用いた実験の
実施にあたって、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターの施設を利用して鳥取大学グルー
プが行なう等、研究の効率化に配慮して、課題推進が図られた。
「One Health の実践による感染症制御の新戦略」では、鳥インフルエンザの発生を題材に自治体
関連部局職員に「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」についての情報提供を行な
うこと、
鳥インフルエンザを含む新興感染症対策として、One Health の実践の基盤を構築すること、
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が目的であった。しかし One Health の必要性が広く理解されていない事、研究期間を通して自治体
の担当者や研究担当者の変更がいくつかあった事から、一貫性のある調査や会議の進行が難し
かった。このため会議参加者に会議内容や鳥インフルエンザ対策として国への要望についてアン
ケートをとることによって、会議の改善点等を整理した。
プロジェクト全体として、4 つの異なる研究機関、大学及び５つの地方自治体からの参画を仰いで
遂行した課題であることから、連携機関の間での進捗状況の共有や、それぞれが互いに貢献できる
部分を明らかにする為に、年に 2 回の研究推進会議を行なった。研究推進会議には、さらに関連省
庁からの要望や、関連省庁に対する要望事項が直接伝わるように、4 つの省庁（文科省、厚労省、農
水省、環境省）からの代表者を招き、情報共有が計られた。
また、幅広く本課題の目的や成果を、社会に伝える為に、中核期間である動衛研が主催者となっ
て、2013 年 12 月 6 日に大手町サンケイプラザにおいて、シンポジウムを開催した。このシンポジウム
には、作製された「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」のエンドユーザーとなることが想定
される地方自治体からの参加者をはじめ、国、民間、大学等から計 182 名が参加し、課題成果の発
表や、共有システムのデモンストレーションが行なわれた。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
（１）終了後の成果の社会実装に向けた取組
「全国家畜防疫マップシステム」については、事業終了後に社会実装することを踏まえ、クラウドコ
ンピューティングを利用することにより、利用者段階でのソフトウェア等の購入を不要とするとともに、
システムのほとんどを無償ソフトで構築することにより、維持コストを低減した。こうした取り組みを踏ま
え、農林水産省と調整を進めた結果、事業終了後の本システムは、農林水産省と都道府県が利用
する全国家畜防疫マップシステムとして利用されることが確定した。このため、事業終了時点におい
ては、システムを農林水産省が保有するサーバー上に設置するとともに、システムに接続する際の
通信を暗号化するなど、全国展開に向けた整備を完了した。一方、農林水産省においては、平成
26 年度以降のシステムの維持・管理に必要な予算を確保した。今後、システムの所有権を農林水産
省に移管し、農林水産省の取り組みとして、現行システムからのデータ移行や都道府県担当者を対
象とした研修等が行われた上で、26 年度中に本システムが防疫マップシステムとして運用開始され
る予定となっている。なお、動物衛生研究所は、事業終了後も当該サーバーでのシステムの維持・
管理に協力することとしている
「野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価」で得られた成果を、学会、シンポジウ
ム、市民公開講座等を通じて国内外の関係機関に広く発信し、情報共有を目指すとともに、野鳥に
対する国民の誤った認識や風評等を正していくことを目指している。今後、どのような鳥種によって、
いつ、いかなる経路でウイルスが侵入するリスクが高いのかを予測することで、本病の流行拡大防止
に貢献できるものと期待している。
国内ではまだ One Health という言葉が浸透し始めたばかりであるため、さらに One Health の実践
に関わる職種の団体、関連学会等でその理念や実践案の紹介を積極的に行う必要がある。また関
連省庁やその関連機関で One Health の実践が進められていることが示されるよう、One Health に関
わる連絡会議や講演会、セミナーなどの開催記録を公表するよう努める。
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（２）波及効果
運用開始後の家畜防疫マップシステムは、
平時の防疫演習や疾病発生時の防疫対応におい
て、農林水産省及び都道府県によって利用される。この際、発生農場や周辺農場への防疫措
置等を実際に行う都道府県段階においては、システムの情報を利用して、都道府県内の関連
行政部局（公衆衛生、環境、土木など）及び関連団体（農業者団体、建築業者、報道機関等）
との連携を行う。また、都道府県の対応をとりまとめる農林水産省においては、システムの
情報を利用して、厚生労働省、環境省等の関係省庁や、大学等の学術研究機関、報道機関等
と連携して対応する。このように、防疫対応に要する情報の利活用を包括的に支援する本シ
ステムは、
家畜伝染病のリスク管理に必要な体制整備や対応の効率化に極めて重要な役割を
担うものである。また、本システムは、クラウドコンピューティングを活用しており、家畜
防疫に関連する農林水産省及び都道府県間の情報共有のプラットホームにもなり得ること
から、現在実装されている防疫対応に必要な機能の他にも、通常の感染症サーベイランスの
結果や、農場での飼養管理の実施状況、家畜の出荷・導入履歴など、家畜衛生全般の情報共
有に利用することで、日本の家畜衛生体制を大きく向上できる可能性がある。
「野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価」で得られた成績を国内外の関係機
関に広く情報公開することによって、高病原性鳥インフルエンザ制圧に向けた具体的な方針を世
界に発信することができるものと期待される。また、その成果は養鶏業における経済的損失を低減
するのみならず、ヒトの新型インフルエンザウイルス出現のリスクを減らすことにもつながり、 公衆衛
生分野への波及効果も大きいものと考えられる。
限られた自治体職員に対してではあるが、One Health の重要性、実践方法ならびに「鳥
インフルエンザ危機管理情報共有システム」
について知見を拡げる手助けができたと考えて
いる。2013 年に公益社団法人日本医師会と日本獣医師会は One Health の理念に基づき学術協
力の協定を締結したため、医師や獣医師への講演依頼や参加の呼びかけは受け入れてもらい易
くなることが期待され、今後はアドホック委員として会議に参加した職員を中心に、各自治体
や地方ブロックにおける会議などで各地域に合った One Health の実践方法などの検討、講
演がなされることが期待される。
（３）成果を政策に反映させるための取組
鳥インフルエンザ危機管理情報共有システムについては、（１）で述べたとおり、農林水
産省と都道府県が利用する全国家畜防疫マップシステムとして実用化される予定である。こ
のことにより、本システムは平時には防疫演習等において、また、疾病発生時には発生農場
の殺処分や周辺の上の移動制限などの防疫対応において、家畜伝染病予防法に基づく行政措
置の執行に利用されることとなる。
これまでの高病原性鳥インフルエンザの国内発生に関する疫学調査成績および本プロジ
ェクトの研究成果から、本ウイルスの国内侵入ルートおよび流行拡大に野鳥とくに冬の渡り
鳥が深く関わっている可能性が考えられた。しかしながら、国内に侵入したそのウイルスが
如何なる経路で鶏舎内に侵入するのかに関しては、野生哺乳動物の関与も含め未だ明らかで
はない。それを明らかにして対処することは今後の我が国の鳥インフルエンザ防疫対策の中
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で残された最も重要且つ、困難な課題である。そのために本プロジェクトで採用した研究手
法（疫学調査や感受性実験）を、国内侵入ルートから鶏舎内侵入ルートに置き換えて、野生
哺乳動物等を含むあらゆる可能性を追求して行くことが肝要と考える。そこで得られる成果
は今後の国や自治体の鳥インフルエンザ防疫対策のより有効な施策を具体化するために、極
めて重要な情報を提供してくれるものと期待される。
日本における感染症の制御（早期検出、早期対応）に向け、One Health の概念が関係機
関（者）により浸透するように、以下の取り組みがなされることを提言する。
1.

現在、人獣共通感染症等に関連して農林水産省、厚生労働省、環境省の間で行なわれてい

る連絡会議の議題内容について HP やニュースレター等で公表し、情報の共有化を図る。
２. 東南アジアで OIE、WHO および FAO が毎年共同して開催している One Health 関連セミナー
や、オランダの One Health に関わる関連機関が行っている連絡会議を参考とし、上記の省庁連絡
会議を母体とした、各省関連研究・検査機関合同の会議や研究会を発足させる。また各省関連研
究・検査機関（動物衛生研究所、動物医薬品検査所、国立感染症研究所、国立医薬品食品研究
所、国立環境研究所、各種検疫所など）はそれぞれで One Health 担当の窓口を設定し、合同連
絡会議の情報を各機関内で周知させる。
３. One Health の担い手となる人材育成を目指し、農林水産省、厚生労働省、環境省等が開催す
る自治体職員対象の感染症・家畜衛生・公衆衛生・環境関連研修会等において One Health の紹
介を盛り込み、関係職員に One Health の実践の重要性を説明する。環境分野の研修会では感染
症についての研修が極めて少ないが、生物多様性、外来生物、絶滅危惧種の問題は One Health
や感染症と関わりがあるため、それを説明する時間を設定する。自治体においてはこれら研修会
に職員が積極的に参加できるよう予算計上、開催通知をする。
４.

地域社会との恊働を計る為、地域住民が参加できるズーノーシスや One Health に関する講

演会を開催する。その際には地域の One Health に関わる業種の団体等に開催案内を通知する。
Ⅳ．自己評価
１．目標達成度
「鳥インフルエンザ情報共有システム」の構築においては、クラウドコンピューティングを活用し、
GIS を核として、防疫対応に必要な農場及び関連施設、道路等の情報を収載したシステムが構築
された。システムは、所期の目標通り、農林水産省が所有するサーバー上の運用が決定しており、
全国の地方自治体における家畜防疫マップシステムとして社会実装されることとなった。実際の運
用にあたり、農場情報等の個人情報保護の観点から、他省庁からのシステムの活用等の点で、制
限は残ったものの、ほぼ所期の目標は達成されたと言える。
「野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価」においては、10 種類の渡り鳥や 3
種類の留鳥、小型哺乳類の高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する感受性、ウイルス排泄等、
感染源のリスク評価に資するデータを取得した。国内外での鳥インフルエンザサーベイランスによ
り分離されたウイルスの遺伝子情報等を「情報共有システム」に反映することができた。以上のこと
からほぼ所期の目標は達成されたと考える。
「One Health の実践による感染症制御の新戦略」においては、アドホック委員会の開催により、省
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庁、自治体横断による情報共有の場を形成し、このような会議や省庁間の情報共有の活発化が新
たな感染症対策に貢献することを示すことができたことから目標は概ね達成できたと考える。
「H5 亜型特異的抗原検出キットの試作」においては、亜型特異的な抗体の作製に成功し、抗原
検出キットの試作を行なった。抗体の抗原に対する親和性の改善が必要であることが明らかとなっ
たが、当初目的であるキットが試作されたことから、目標はおおむね達成された。
以上、課題全般にわたり、当初目標はおおむね達成されたと考える。
２．成果
本課題において作製された「鳥インフルエンザ危機管理情報共有システム」は、プロジェ
クト終了後、農林水産省に移管され、農林水産省の主導によって、維持・管理予算の確保、
全国の農場データの登録、地方自治体担当者に対する研修等が行なわれることとなり、プロ
ジェクト成果の社会実装に成功した。このシステムは、養鶏情報のみに限らず、養豚、乳牛、肉
牛農家等の畜産農家全般にわたる情報が収載されている為、高病原性鳥インフルエンザ対策の
みならず、口蹄疫、豚コレラ等の重要家畜疾病対応にも活用可能であることから、課題の目標の枠
を越えた社会実装が実現された。
「野鳥の鳥インフルエンザウイルス感染源としてのリスク評価」においては、実験に供した５種類の
カモ全てが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感受性があり、同種の鳥の間でウイルスを伝播す
ること、カモ類の間でも症状の顕在化には差があることが示された。４種類のサギやミヤマガラスに
ついても、高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染することが明らかになった。これらのことから、
従来指摘されていたように渡り鳥が、高病原性鳥インフルエンザウイルスを国内に持ち込むリスク
要因であることが確認された。一方、感染カモ類からのウイルス排泄の検討によって、カモ類は高
病原性鳥インフルエンザウイルスを糞便中より上部気道に多く排出していることが明らかになったこ
とは、今後のカモ類の高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査の手法の改良に寄与する
成果である。留鳥であるハシブトガラスの高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する感受性は、
感染に用いる株毎に異なっていること、スズメは、ウイルスに対する高い感受性を持ち、致死的感
染に至ることが明らかになった。クマネズミに対する高病原性鳥インフルエンザウイルスの病原性
は低く、感染後のウイルス排泄量も低いことが明らかになった。以上の結果から、渡り鳥による国内
へのウイルス導入リスクは確認されたが、鶏舎内へのウイルス持ち込みにはたす留鳥や小型哺乳
類に関しては、更なる検討が必要であることが明らかになった。
「One Health の実践による感染症制御の新戦略」では、アドホック委員会等を通して、17
自治体の関係者に One Health の概念を紹介するとともに「鳥インフルエンザ危機管理情報
共有システム」や本プロジェクトの紹介を行なった。またアンケート調査により医師および
獣医師の計 300 名に One Health についての理解度を調査するとともに、その理念の紹介が
できた。アドホック委員会での聞き取り、海外での状況把握や国内のアンケート調査によっ
て、日本で今後進めるべき One Health の実践案が整理された。
「H5 亜型特異的抗原検出キットの試作」においては、H5 亜型 HA タンパク質特異的抗体が作出
された。抗体を用いた抗原検出キットの試作においては、実用レベルの試作品の作製には至らな
かったが、今後の改良のポイントが明確にされた。
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３．マネジメント
４つの課題を通して、それぞれがおおむね当初目的を達成できたことから、適切なマネジメントが
行なえたと判断する。予算執行においても、システム開発の役務経費や高額機器の入札が適切に
行なわれることによってこれら経費の削減が図られ、一方で、削減された予算を活用することによっ
て、当初目標以上の実験等に予算を振り向けることが可能となったこと等から、予算執行も適切に
行なわれたと判断する。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
動物衛生研究所では、鳥インフルエンザや口蹄疫などの急性伝染病発生時には、マップシ
ステムに蓄積されたデータ解析等を通じて農林水産省による防疫対策の検討等を支援する。
また、ヨーネ病やブルセラ病などの家畜の慢性伝染病の防疫対策の検討のために、対策防疫
マップに含まれている農場情報を活用して、疫学研究を推進していく。
高病原性鳥インフルエンザウイルスの鶏舎内への野生動物による侵入経路を明らかにす
る為に、留鳥や小型哺乳類に関して、本プロジェクトで渡り鳥等を用いた感染実験で確立された実
験系を用いて、更なる検討を行なうための予算獲得を目指す。
提言した One Health の実践案について関連省庁、自治体などに協力を要請し、行政レベ
ルで継続的に One Health を実践するための検討会を設立する。この検討会を中心に各分野
における One Health の実践例について知見を深め、日本の新興感染症、ズーノーシス対策
の基礎を構築する。
「H5 亜型特異的抗原検出キットの試作」においては、実用レベルの試作品の作製に向けて、予
算獲得を目指す。
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