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人獣共通感染症の生態学的アプローチ

人間社会を脅かす新興感染症

　2019年の年末に中国で新型コロナ・ウイルス感

染症の発生が報じられて以降、わずか２ヶ月でこ

のウイルスは全世界に感染を拡大し、今なお、そ

の猛威は収まることなく、私たち人間社会は脅威

にさらされ続けている。この新しいウイルスの登

場に私たち人間は、改めて感染症の恐ろしさを思

い知ることとなった。

　新たな病原体が人間社会を突如襲うという問題

は今に始まった事ではない１）。紀元前から19世紀

に至るまで、感染症の原因は未知なる存在であ

り、公衆衛生や治療法も十分に確立されていなか

った時代、ペスト、コレラ、腸チフス、天然痘な

ど、様々な感染症が幾度となくパンデミックを引

き起こし、多くの人命を奪った。

　19世紀の後半に入り、科学的知見の蓄積と医療

技術の進展により、感染症をもたらす病原体の正

体や対処方法が解明され、以降は感染症による死

亡者は激減した。特にワクチンという革新的医療

技術を手に入れたことで、私たち人類は、ついに

天然痘ウイルスの撲滅を果たすに至り、ウイルス

感染症を克服したと考えていた。

　ところが1980年代以降、世界経済が発展する

中、「新興感染症」といわれる、これまでに人間歴

史上に確認されてこなかった新たな感染症ウイル

スの流行が続発するようになった。AIDS（後天性

免疫不全症候群）や、エボラ出血熱、ウエストナイ

ル熱、SARS（重症急性呼吸器症候群）、MERS（中東

呼吸器症候群）、新型インフルエンザなど、致死性の

高いウイルス感染症が世界各地で突発し、治療法

の開発がままならないままグローバル化が進行す

る中で、急速に国境や大陸を越えて感染が広がる

ようになった。

　近年の研究により、これらの新興感染症の原因

となる病原体の多くが野生動物由来であることが

判明している。例えば、AIDSの病原体となるヒ

ト免疫不全ウイルス（HIV）は、もともとアフリ

カの霊長類に種特異的に感染していたサル免疫不

全症候群ウイルス群（SIVs）が宿主転換を繰り返

す中で突然変異を起こして、人間に感染するウイ

ルスに進化したとされる。アフリカの原住民がこ

れら霊長類の生肉を摂取するなどしたことが感染

の契機になったと考えられている２）。

　1970年代以降に西アフリカで流行を繰り返して

いるエボラ出血熱は、コウモリが自然宿主と考え

られ、野生コウモリを捕食するという習慣を通じ

て、あるいはコウモリから家畜動物を介して、ヒ
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現在、自然宿主の探索が続いている。これまでの

DNAデータによれば、中国・雲南省のキクガシ

ラコウモリから検出されているRaTG13というウ

イルス系統が、新型コロナに最も近縁とされ、こ

の系統が40年～50年かけてヒト型の新型コロナウ

イルスへと進化したものと推定されている６）。

人間活動による環境破壊と

感染症パンデミック・リスク

　野生動物由来の新興感染症が急速に増加してい

る背景には、人間活動による生態系の急速な改

変、およびそれがもたらす生物多様性の撹乱があ

ると議論されている。すなわち、人間が森林伐採

や農地開発等によって自然林を破壊・分断化した

結果、野生動物の生息エリアと人間の活動エリア

との間の物理的距離が縮小し、双方が接触する機

会が増大したことで、自然宿主の体内に宿る病原

体が宿主転換を起こして人間社会に進出したとさ

れる７）８）９）。

　Johnsonらの研究10）では、家畜動物やペット動

物における人獣共通感染症ウイルス株の保有数は

野生動物の８倍も多いことも示されており、野生

動物、家畜動物およびウイルスの共有関係ネット

ワーク分析においても、家畜動物が様々な野生動

物が保有するウイルス系統を共有していることが

示されている。このことは家畜動物の飼育エリア

が野生動物の生息域にまで拡大し、自然界と人間

社会の間におけるウイルス感染のインターフェー

スとなっていることを意味する （図１）。

　一方、このネットワーク分析では、ネズミ目、

コウモリ目、および霊長目動物は家畜とは無関係

に新興感染症ウイルスの起源となっており、これ

らの動物は家畜動物というインターフェース抜き

にして直接、人間とウイルスを共有できるハイリ

スクな動物であることを示唆している。

　例えば、上記のHIVやSARSのスピル・オーバ

ー（噴出）事例が示すように狩猟や密売買を通じた

野生動物の乱獲は、野生動物と人間との密接な接

触を引き起こし、病原体の流出の機会を増やすリ

スク因子となることが指摘されている11）12）13）14）。

　また、開発や乱獲によって急速に個体数が減少

してしまった絶滅危惧動物からは通常の２倍の感

染症ウイルスが検出されており、これらに接触す

る狩猟・売買の関係者だけでなく、こうした希少

動物の保全や保護にあたる人間、あるいはこうし

た動物を観察するエコツーリズムなどの自然観光

産業にも、厳重な感染症対策が求められることが

指摘されている10）。

図１　哺乳動物類と人獣共通感染症ウイルスの関連性ネットワーク樹

各動物目に属する種と人獣共通感染症ウイルスの共有関係を線で結んでいる。一つひとつの円が動物目を表
し、円の大きさは保有するウイルスの数を相対的に表している。また深緑の小さな円が線で結ばれた動物の体
内に寄生するウイルスを表す。薄青色で示される家畜動物類がネットワークの中心に大きく位置しており、保
有しているウイルス種数がもっとも多いことが示されている。（Johnson et al.（2020）を改変）。※カラー図は
保険医協会のHPよりご確認いただけます。

ト型に変異したウイルスの流

行が始まったとされる３）。

　SARSは2003年に初めて発

見されたが、その原因となる

SARSコロナウイルスは、ユ

ーラシア大陸に広く分布する

キクガシラコウモリが自然宿

主とされ、キクガシラコウモ

リから偶然ウイルスを受け取

ったハクビシンが中国のマー

ケットで食用として売買され

る過程でヒトにウイルスが感

染して、大流行を招いたと推

測されている４）５）。

　今回の新型コロナウイルス

SARS-CoV-2もその起源は

野生動物と推定されており、
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野生動物集団を脅かす新興感染症

　人間が、ウイルスを地球上に拡散させることで

人間社会のみならず、野生動物の世界にも大きな

リスクがもたらされている15）16）17）18）19）20）21）。

　タンザニアのセレゲンティ国立公園では、人間

が持ち込んだ飼育犬が保有するジステンパー・ウ

イルスや狂犬病ウイルスによって、1991年に野生

イヌが絶滅した22）23）。同じくエチオピアの高原に

生息するエチオピアオオカミも、人間が持ち込ん

だ犬から感染症が拡大して、現在生息数が500匹

以下にまで減少しており、絶滅が危惧されてい

る24）25）。

　アメリカ合衆国中部大西洋沿岸地域において狂

犬病が野生生物の間で流行したのは、南東部の病

巣エリアから狂犬病ウイルスに感染したアライグ

マを移動したためとされる26）。

　2018年にはインドの絶滅危惧種アジアライオン

の集団でイヌジステンパーウイルスの流行が生じ

て、多数の個体が死亡した。この流行の原因もま

た、人間社会の生息地への侵食にともなう家畜イ

ヌのライオン集団への接近とされる27）。

　タンザニアのガンボ国立公園では、観光客が持

ち込んだはしかウイルスやポリオウイルスが野生

のマウンテンゴリラやチンパンジーに感染して、

大量死をもたらしている28）。また、エボラ出血熱

は近年、人間社会のみならず、アフリカのニシロ

ーランドゴリラ集団にも感染が拡大して、その個

体数を急速に減らしていることが問題となってい

る29）30）31）。

日本から輸出された両生類感染症

　1990年代から世界中で両生類の皮膚にだけ寄生

するカエルツボカビと言われる病原菌が流行して

図２　日本列島および世界のカエルツボカビ菌DNA系統樹および推定分布拡大プロセス

図１　哺乳動物類と人獣共通感染症ウイルスの関連性ネットワーク樹

系統樹の赤色で記されたコードが日本列島で検出されたDNA系統で、それ以外の色が世界各地で報告されている系統。日本のカエルツボカビ菌が最も系
統多様性が高い。世界の系統は大きく４つのグループに分類され、グループ２がブラジル系統（Bd-Brazil）、グループ３および４が全球拡大系統（Bd-GPL）
と称される。グループ１はオオサンショウウオ固有の系統で、それ以外のグループは、全て沖縄固有種シリケンイモリから検出されている。系統関係と標
本分析から、両生類の国際移送に伴って菌が世界に分布拡大したプロセスが推定される（Goka et al. 2021より作図）。※カラー図は保険医協会のHPより
ご確認いただけます。
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おり、特にラテンアメリカおよびオセアニアで希

少両生類が絶滅の危機に陥っているとされる32）33）。

2006年に日本国内でも、ペットとして飼育されて

いた南米産ベルツノガエルから発症が確認され、

日本の両生類が絶滅するのではないかと危惧され

た。

　ところが、筆者ら研究チームが日本全国および

海外の両生類の感染状況を調査するとともに、菌

のDNAサンプルを収集し、分析した結果、日本の

固有種オオサンショウウオおよびオキナワシリケ

ンイモリが元々の菌の宿主である可能性が高いこ

とが示され、さらに感染実験を行ったところ、日

本のカエル類は本菌に対して抵抗性を保有してい

ることが示された。

　これらのデータから我々研究チームは、本菌の

起源は日本を含むアジアにあり、日本国内の両生

類は本菌との長きにわたる共進化によって本菌に

対する抵抗性を獲得していると結論した34）35）
（図

２）。

　食用目的やペット用に様々な両生類が国際移送

される過程で菌がアジアから持ち出され、世界各

地に拡散させたと考えられており、その歴史は、

1900年前後の日本からのブラジル移民開始の時代

にまで遡ると考えられた35）。

　一方、ツボカビ症の深刻な被害は、主に中南米

やオセアニアなどの標高が高い密林地帯に生息す

る希少両生類集団に集中している。カエルツボカ

ビ菌が、ジャングル奥地に侵入した原因として、

エコツーリズムなどの森林エリアに対するオーバ

ーツーリズムが指摘される。

　これまで人間世界から隔絶されていた両生類の

生息空間に多くの観光客が足を踏み入れたことに

よって、下界からカエルツボカビ菌が持ち込ま

れ、免疫のない両生類の間でこの菌は瞬く間に広

がったのではないかと推定される。

　このカエルツボカビ菌のパンデミックは私たち

に重要な示唆を与えてくれる。そもそも菌やウイ

ルスなど病原体にも多様性と固有性があり、本来

の生息域がある。そしてその地域固有の生態系の

中で長きにわたる共進化の歴史を経て病原体たち

は野生動物たちと共生関係を築いている。ところ

が、自然生態系に人間が侵食して、そこに潜んで

いた病原体を持ち出し、海外に広げることで、抵

抗性を進化させていない別生態系の動物たちの間

で感染爆発が起こる。

　これは、まさに、現在、我人間社会にとって脅

威となっている新興感染症発生のメカニズムと一

致するものであり、感染症を根本的に抑制するた

めには、我々は生物多様性や生態系保全の重要性

を認識する必要があることを、このカエルの病気

は教えてくれている。

感染症の生態学的意義

　そもそも、病原体とされる微生物やウイルス

は、我々人間が登場する遥か太古より地球上に存

在し、重要な生態系機能を果たしてきたと考えら

れる。すなわち、病原体は、宿主となる生物集団

中の免疫が弱い個体を淘汰し、集団サイズを調整

するとともに、より抵抗性が進化した強い集団へ

と進化させる内なる天敵としての機能を果たして

おり、生態系ピラミッドのバランスを調整する重

要な役割を担ってきたと考えられる。つまり、病

原体ウイルスも生物多様性の一員であり、彼らの

存在も含めた生態系の保全および管理は、感染症

のリスク対策を考える上で重要な課題となる。

　生態学的に見れば、今回のパンデミックは起こ

るべくして起こった自然の摂理と解釈することが

できる。今、人間は78億人という巨大バイオマス

で生態系のトップに立ち、地球上の資源を過剰に

消費し、環境を悪化させることで生態系のバラン

スを崩し続ける存在となっている（図３）。これだ

け過剰に密集した動物集団が生息していれば、生

態系のレジリエンス（回復に向かわせる）機能が働

き、天敵が進化することとなる。生態系のバラン

スから逸脱した人間集団を襲う現代の天敵がまさ

に新興感染症ウイルスたちなのである。

　感染症ウイルスたちから見れば膨大なエネルギ

ーを蓄えている人間集団は格好の獲物である。

次々と動物体内に潜んでいたウイルスたちが人型

へと進化して、人間へと感染を広げる。この新興

感染症という現象は起こるべくして起こる自然の

メカニズムであり、新型コロナウイルスも人為に
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よる環境破壊絶頂時代が産んだ生態系からの使者

と言えよう。

　人間が自然からの搾取を続ける限り、新型コロ

ナのような感染症はこれからも人間社会を脅かし

続けてくると覚悟しなくてはならない。人間社会

の安心・安全を持続し、健全な自然環境を後世に

残すためにも、今こそ、我々現在世代には、「自然

共生社会」実現に向けて、社会変容と生活スタイ

ル改革という大きなパラダイム・シフトが求めら

れている。
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図３　生態系ピラミッドの崩壊

自然生態系では、各生物種が利用・消費できる資源量に応じて、そのバイオ
マス（生物量）が制限されており、ピラミッド構造が形成されることで安定
した循環システムが維持される（上）。しかし、人間は化石燃料を利用するこ
とで、太陽光エネルギーでは賄えないエネルギーの補填および生活物資の
生産を行い、巨大なバイオマスとして生態系の頂点に君臨することで生態
系のバランスを崩し、様々な地球環境問題を引き起こしている（下）。
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