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豚熱（CSF）とアフリカ豚熱（ASF）の流行の現状

本誌の読者におかれては，豚における感染症

の流行状況，特に近年高い注目を集める CSFや

ASFの発生状況については熟知されていると思

われるので，ここでは CSF，ASFの両疾病の動

向に関する最近の情報に触れるとともに若干の解

説を述べるに留める。

［CSFについて］

2018年 9月に岐阜県で 26年振りの発生をみた

CSFは，2021年 12月末現在までに 76例を数え

ている。今般の流行では，これまでと違いその伝

播に野生のイノシシが深く関わっており，養豚場

で発生と相前後して CSFウイルス（CSFV）陽性

のイノシシが多数摘発されており（陽性数 4,359

頭，本年 1月 5日現在），その棲息域も北は宮城，

山形から西は兵庫，和歌山まで 25都府県へと拡

がりを見せている（1）。一方，海外でも CSFVは

依然としてユーラシア，アジア，オセアニア，中

南米に分布しているが，2018年 9月以降，公式

に発生が報告されているのは日本，ロシア，ブラ

ジル，ブータンのみである（2）。CSFVはゲノム

の遺伝子配列に応じて 1型から 3型までの 3つの

遺伝子型（genotype）に分けられ，それらの下位

にはさらに十数種類の亜型（subgenotype）が存

在する。現在，日本を含むアジアでは 2.1型が主

流となっており，次いで1.1，2.2，2.3型の順となっ

ている。CSFVは血清学的に単一なため，ワクチ

ンとしては安全性が高いことが知られる 1.1型の

C株や GPE-株を用いて作られる生ワクチンが広

く利用されている。国は CSFV陽性イノシシの棲

息域の拡大を踏まえ，流行地でのイノシシを対象

とした C株経口ワクチンの散布と養豚場におけ

る未感作豚への GPE-株ワクチンの接種を精力的

に進めるとともに，野生イノシシに対するサーベ

イランスを強化している。
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［ASFについて］

2007年にアフリカ東岸からコーカサス地方へ

と侵出した ASFは，その後ユーラシア大陸を経

由して欧州，アジアへ拡大し，現在も各地で発

生が続いている。直近（昨年 10～ 12月期）の

FAO週報でも，ロシア，韓国，マレーシア，イ

ンドネシア，ラオス，中国での発生情報が配信さ

れている。これらの発生のうち，ここでは我が国

への侵入との関連性が懸念される，韓国，中国で

の発生について，若干触れておきたい。2019年 5

月の北朝鮮での初発報告に続き，韓国では，同年

9月に国境に接する京畿道の農場で初めて発生が

報告され，10月には周辺の森林地帯で ASFV感

染イノシシが摘発されている。養豚場における発

生は一時終息を見たものの，2020年 9月には江

原道で陽性イノシシ 23頭が摘発され，続く 10月

には同地の農場で 1年振りに再発した（韓国 15，

16例目）。その後約半年間は再び平静を取り戻し

たものの陽性イノシシの摘発が続き（昨年 12月

末現在，計 1,875例），2021年 5月以降は養豚場

における発生へとつながっている（昨年 12月末

現在，計 21例）。韓国の事例は本病の流行におけ

る野生イノシシの関与の大きさを示唆するだけで

なく，ひと度イノシシの集団に侵入すると，その

根絶が極めて困難になることを示している。同様

の事態は野生イノシシの生息数が多い欧州でも観

察されており，広い山林地帯に多数のイノシシが

棲息する我が国においても野生イノシシ対策の適

切な選択とその実施が ASFのみならず CSFの防

疫においても極めて重要な課題であることを浮き

彫りにしている。

一方，世界最大の豚肉生産・消費国である中国

では，最近，単なる強毒株の再発といった事象と

は異なる問題が見出だされており，我が国の防疫

農林水産省HPより転載

図１図 1　2007 年 1月から 2019 年 2月における豚熱（CSF）の発生状況
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対策にも影響しかねないことからここでは二点を

取り上げておきたい。一点目は，冷凍豚肉（お

よび豚肉製品）の問題である。農林水産省動物

検疫所では，国際空海港等で家畜伝染病予防法に

基づく指定検疫物の検疫や違法な輸入畜産物の摘

発を行っているが，違法持ち込み物品の中からは

ASFV遺伝子陽性の豚肉加工品が多数見つかって

おり（2018年 10月以降，計 98例；参考文献 3），

そのうち 4例からは増殖性を備えた“生きた”ウ

イルスが分離されている（4）。このような状況で

は，ウイルスに汚染されている可能性のある豚肉

製品の違法な持ち込みを禁止する必要があるだけ

ではなく，流行地における発生がピークを過ぎて

数年を経た時点でもこのような監視体制の緩和は

極めて慎重に行うべきである。これら ASFV陽性

の製品の殆どにはミンチされた冷凍豚肉が使われ

ていたことから，当地での発生に際して検査をす

り抜けてと畜され，冷凍肉として長期に保管され

ていた汚染ミンチ肉が年月を経て再び市中に流通

している可能性が疑われる。このことは，たとえ

流行の去った後であっても冷凍豚肉やその加工品

（包装資材等を含む）を介してウイルスが我が国

に持ち込まれるリスクが残ることを意味し，厳格

な輸入検査の実施や旅客に対する輸出入の規則の

周知を長期的視点に立って継続することの大切さ

を再認識させる。　　

二点目は，近年，中国国内で強毒型として知ら

れる現在の流行株とは異なるウイルスが見つかっ

ていることである（5，6）。1つは現在の流行株

と遺伝的に近縁だが毒性の低い変異株であり，も

う 1つ（株としては 2種類見つかっている）はか

つて欧州で分離された株に近縁な弱毒株で，いず

れも豚に対する致死性が低く明瞭な症状を示しに

くい。国際機関への公式の発生報告はなされてお

らず詳細は不明であるが，いずれの株も試作ワク

チンとして作られた株であることが疑われてい

る。これらの株は，たとえ弱毒株であっても致死

的な病状を示すことがあるだけでなく，生産性の

低下や産仔数の減少を招くとともに，強い病原性

が復帰してしまうリスクを伴なう。人為的に改変

された株であるにせよ自然に生じた株であるにせ

よ，このような“不明瞭な”病態を示すウイルス

に感染した豚は，と畜検査等をすり抜ける可能性

が高く，故に何らかの機会に日本に持ち込まれる

リスクを高める。現在の流行が中国から“染み出

す”ようにアジアに拡散していった経緯を考える

と，このような弱毒株が流行地の周辺から間接的

に我が国へと侵入するリスクについても留意する

必要があろう。

CSF，ASFの防疫には，一にも二にも豚群や非

感染の野生イノシシ集団へのウイルスの侵入防

止，豚と陽性イノシシとの物理的分離，即ちバイ

オセキュリティの確保が重要である。しかしなが

ら CSFについては既に多数のイノシシ集団にウ

イルスが侵入していることから，フィールド調査

により陽性イノシシの分布や集団内の汚染度を的

確に把握しつつ，隔離対策に反映することを次善

の策として進めていかざるを得ない。一方，ASF

については外来の畜産物に対する検疫を強化し

て，流行地からの豚肉およびその加工品の持ち込

みを防止することが肝要であるが，自己申告が基

本となっている空海港での検疫だけですべてを防

ぐことは難しく，万一の侵入に備えて，地域や農

場における重層的な防疫体制を整備，運用するこ

とが必要である。次節では，CSFおよび ASFの

早期検知の鍵となる診断法を概説しつつ，現行法

精製核酸を用いることなく豚熱（CSF）とアフリカ豚熱（ASF）の同時診断が可能な新規マルチプレックスリアルタイムPCR法の開発
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の課題を踏まえて我々が最近開発した新しい遺伝

子検査法を紹介する。

豚熱およびアフリカ豚熱の診断

CSFと ASFは共に発熱，元気消失，食欲廃絶，

チアノーゼ等，臨床的に極めて類似した所見を示

すことから，外貌の観察のみに基づいて診断する

ことには問題が多い。教科書的には，CSFにつ

いては脾臓の梗塞性出血や腎臓の点状出血等が，

また ASFについても脾腫やリンパ節の暗赤色化，

血液の凝固不全といった異常が“特徴的”な病変

として記述されているため，へい死した豚やイノ

シシを検視することで容易に鑑別できるものと考

えられがちであるが，これらの変化は罹患した動

物にもれなく見出される変化ではなく，また発症

の経過や環境中に存在する他の病原体によって

病状が歪められるため，“特徴的”な病変の有無

のみを頼りに診断を行うことは誤診につながりか

ねない。そのため国際獣疫事務局（OIE）が発行

する基準書である OIEマニュアルには「検査室

での検査が必須である」と記載されている。両疾

病の確定診断には原因となるウイルスの分離が

ゴールドスタンダードだが，分離までに時間を

要すること，検体の状態が分離の成否に影響する

こと等から，確実な検査法であるとは言い難い。

そのため同マニュアルでは，その他の抗原検出

法として，CSFについては扁桃の凍結切片を用

いた蛍光抗体染色法（FAT法）や抗原 ELISA法

が，ASFについては血球吸着反応（HAD反応；

注 1）のほか，CSFと同様の各種の抗原検出法が

推奨されているが，COVID-19 を例に挙げるまで

もなく，現在は迅速性，実用性に優れた抗原検出

法として PCRが広く用いられている。我が国で

も，現在 CSFについては Vilcekらが開発した逆

転写 PCR法（7）の改良型が，また ASFについ

ても Kingらが開発したリアルタイム PCR法（8）

の変法が特定家畜伝染病法防疫指針（以下，防疫

指針）に収載され，都道府県が実施する病性鑑定

業務に広く利用されている。（両検査の手順を図

2に示す。）

注 1：ASFVに感染した宿主細胞で特異的に認められる豚赤血球の吸着反応

ASF

DNAの抽出・精製

PCR反応（改変King法）

電気泳動

判定１：増幅の有無の確認

制限酵素（EcoRI）処理

電気泳動

判定２：切断パターンの比較による
真の増幅の確認

CSF

RNAの抽出・精製

逆転写PCR反応（Vilcek法）

電気泳動

判定１：増幅の有無の確認

制限酵素（BglI, EcoRV）処理

電気泳動

判定２：切断パターンの比較による
真の増幅の確認

図２

60 分

120 分

45 分

90 分

45 分

所
要
時
間

図 2　現在，都道府県の病性鑑定施設で実施されているASFおよびCSFの遺伝子検査手順
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しかしながら，現行の PCR検査には，①検査

開始前に検体から被検試料となる核酸（ウイルス

核酸）を抽出・精製する必要があること，②核酸

の抽出・精製工程や反応液の調整過程で，直近で

取り扱った陽性試料や陽性対照による交差汚染が

生じやすく，誤判定のリスクを伴うこと，③最終

的な判定に電気泳動による増幅産物の確認およ

び酵素処理時の変化の確認（正しい陽性産物であ

れば特定の酵素でのみ切断される）が必要かつ交

差汚染のリスクが高い上に判定に時間を要するこ

と，といった欠点がある。さらに，CSFと ASF

は臨床症状のみに基づいて鑑別することが困難な

ため，家畜伝染病予防法で定められる「特定症状」

が認められた症例に対しては両方の検査を並行

して実施することが防疫指針上で求められている

が，現行の検査法には，④ RNAウイルスである

CSFVと DNAウイルスである ASFVを別個に取

り扱わなければならない，という短所があった。

豚熱およびアフリカ豚熱の簡易，迅速な診断・識

別法の開発

そこで我々は，CSFおよび ASF個別の遺伝子

検査法にまつわるこれらの欠点を解消するため，

令和 2年から開始した農林水産省委託プロジェク

ト研究事業において，タカラバイオ株式会社と共

同で新規検査法の開発に取り組むこととした。開

発の方針として，上記①～④の問題点を解決する

ため，I. 検体から核酸を精製することなく検査が

可能な反応系を構築する（①，②への対策），II. 

反応時間の短い TaqMan型（注 2）のリアルタイ

ム PCR系を採用する（③への対応）および III. 

RNAと DNAを区別することなく一括して取り扱

える複数遺伝子同時検出型（マルチプレックス型）

フォーマットとする（④への対応）こととし，加

えて IV. 検査工程の成否の指標となる内部標準遺

伝子の検出系の搭載を目指すこととした。

その結果，以下の特長を有するマルチプレック

ス型のリアルタイム遺伝子検出系の構築に成功し

た（図 3）。

1． CSFV，ASFVおよび内部標準となるブタ

GAPDH遺伝子（注 3）をそれぞれ独立し

た PCR増幅反応により特異的に増幅する

2． 不純物に耐性の高い逆転写酵素，PCR酵

素を採用することで，血清や組織乳剤を簡

易な前処理のみで反応に供することが可能

3． 特殊な DNA分解酵素を併用することで，

直近の増幅反応に由来する増幅産物を特異

的に分解し，偽陽性を低減することが可能

当該検査の実施手順を図 4に示す。この図に示

すように，本検査では被検試料として血清を使用

することにより，（検体数によるものの）概ね 2

時間以内に検査結果を得ることができるため，判

注 2： リアルタイムPCRには大きく分けてSYBR（サイバー）型とTaqMan（タックマン）型の2種類がある。1組のプライマー
で増幅された DNA産物の量を DNAに結合する SYBR色素のシグナルの強弱として検出する SYBR型とは異なり，
1組のプライマーとその標的産物に結合する 1つのプローブをセットとして用い，そのプライマーから発せられる
シグナルの強弱として増幅産物の量を検知する TaqMan型では，プローブを標的産物ごとに異なる蛍光色素で標識
し，それぞれの標的に特異的なプライマーと併せて使用することで 1つの試験管内で一度に別々の増幅反応を進め
つつ，異なる蛍光シグナルの増減をモニタリングすることで個々の標的産物の増幅量を知ることができるためマル
チプレックス PCR法に適する（ただし，このような場合，個々の増幅反応は同一の条件下で行う必要がある）。

注 3： グリセルアルデヒド -3-リン酸デヒドロゲナーゼと呼ばれる，殆ど全ての哺乳動物の細胞に存在する酵素のひとつ
で糖の分解に関与する。その遺伝子は常時安定して発現しており，内部標準遺伝子として利用しやすい。

精製核酸を用いることなく豚熱（CSF）とアフリカ豚熱（ASF）の同時診断が可能な新規マルチプレックスリアルタイムPCR法の開発
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定結果に基づいて迅速な防疫対応の準備と実行が

可能となる。組織乳剤を使用する場合には，乳剤

の調整時間を考慮する必要はあるが，血清の場合

と同様に調整した乳剤はそのまま検査に供するこ

とができる（現行法と同様に精製済み核酸試料を

用いることも可能）。また，検査に要する試料は

2µLと少量なので，例えば血清を用いる場合に

は，数十 µLほどの新鮮血があれば検査が可能で

図 4　CSF/ASF の遺伝子検出検査用マルチプレックスリアルタイムPCR法の実施手順

ASF CSF

図３

IC

粗抽出用液

陽性対照反応用試薬

図 3　�タカラバイオ社から販売されているCSF/ASF の遺伝子検出検査用マルチプレックスリアルタイム PCR用試薬群
（上）と同試薬を用いた検査における代表的なASF，CSFおよび内部標準（IC）の遺伝子検出例（下）

ASF/CSF

核酸の簡易抽出※１

逆転写リアルタイムPCR反応（TaqMan型※２）

判定：増幅の有無の確認

図４

5〜30 分

60〜90 分所
要
時
間

※１ 本法は従来法と同様に精製した核酸試料にも適用が可能

被検試料（血清、組織乳剤）と抽出試薬を混和
反応液の調整、試料の添加

※２ ASF、CSFおよび内部標準（IC）の３種の異なる標的遺伝子の検出が可能な
３つ以上の検出チャンネルを有する機器が必要
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ある。そのため採材の手間も大幅に軽減でき，多

検体のサーベイランス等にも適性が高い。

一方，本検査では同時に 3種類（リファレンス

色素を用いる場合には 4種類）の蛍光シグナルを

検出するため，やや高価なリアルタイム検出機器

が必要となる点が普及の障害になるかも知れな

い。また，蛍光シグナルの検出に関して，被検試

料の色調の強さや過度な混濁の有無等，検体の状

態が蛍光の検出を阻害する可能性がある点にも留

意されたい。溶血により極端に赤味の着いた試料

では蛍光シグナルの検出が抑制されるため，この

ような検体については，ア．溶血や混濁のない新

鮮な血清を採取し直す，イ．色味の影響が抑えら

れる程度まで検体を適度に希釈する，ウ . 適切な

キットを用いて検体から核酸を精製した後に本検

査に供する，のいずれかの対応が推奨される（な

お，イ．については試薬の説明書に詳細が記載さ

れている。また，製品のラインナップ，製品番号

や仕様の詳細についてはタカラバイオ社の HPを

参照されたい。；参考文献 9）。

まとめ

繰り返しになるが，CSFならびに ASFの防疫

にはまずは「バイオセキュリティの強化」が死活

的に重要である。しかしながら，唯一つの方策で

感染症の侵入を抑えることは不可能であり，農

場，地域，国といった異なるレベルで有機的な対

策を積み上げ，組み合わせることで初めて効果的

なリスク低減措置が実現できよう。そのような基

本的な防疫措置を講じるとともに，有効なワクチ

ンの利用やサーベイランスの実施を着実に進める

ことで CSFの清浄化や ASFの侵入阻止が達成で

きるのではないだろうか。本稿で紹介した新たな

遺伝子検査法がそのような場で活用され，家畜生

産，家畜衛生に関わる方々の一助となれば幸いで

ある。
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