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新しいノゼマ病

微胞子虫Nosemacθfθ刀3θ とセイヨウミツバチ

ノゼマ病nosemosisは 100年以上前から知ら

れるセイヨウミツバチApismelli冷•ra の疾病で，

ミツバチ微胞子虫Nosemaapisの感染によっ

て発症する．強い感染性や致死性は認められな

いが，感染した働き蜂の寿命の短縮や，感染蜂

群の働き蜂数の減少などの症状が知られる．ま

た，巣内や巣門付近での下痢状の脱糞もノゼマ

病の特徴とされている．擢患によって蜂群の生

産性は低下し，越冬の失敗も招くが，腐岨病や

バロア病とは異なり，養蜂産業にとって重大な

脅威とは考えられていない．

今から 100年近く前にはすでに，アメ リカ

農務省の Whiteがノゼマ病を数か年かけて研

究し， 59ページにもわたる報告書としてまと

ている（White.1919）. 国際獣疫事務局 OIEの

届出伝染病（ListB登載）としても長く指定さ

れていたが，養蜂活動の実態のある国の 43%

のみで発生が見られることもあり（Chioveanu

et al., 2004), 2005年のリスト改訂では要件

を満たさず監視対象疾病からは外された．
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図1 ノゼマ病の累年発生群数
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日本では，平塚保雄（1941）の「養蜂百訣」

の改訂版にノゼマ病が紹介されている（著者

注： 1926年の初版は未確認）．圏内での最初

の公式発生記録は 1958年で（北岡， 1958),

その後， 1997年に改正された家畜伝染病予防

法で「届出伝染病」に指定され，以降，発生数

は少ないものの散発的に届出がある（図 1).

1996年に， トウヨウミツバチAceranaに感

染している新種のミツバチ微胞子虫が発見され

N ceranaeと命名された（Frieset al., 1996）.乙

のセイヨウミツバチへの感染は 2006年に報告

され（Higeset al., 2006; Fries et al., 2006），その

後，全世界でNceranaeの感染報告が相次いで

いる（表2参照）.N ceranaeが八la pisよりも

セイヨウミツバチに対して強毒性との指摘もあ

り（Higeset al., 2007; Paxton et al. 2007），ま

た蜂群崩壊症候群と関連する可能性も示唆され

た乙とから（Higeset al., 2008），現在，改めて

高い関心を集める疾病になっている．

最初のセイ ヨウミツバチのN ceranae感

染報告から 10年が経ち，研究情報も集積さ

れ，よくまとまった総説も数報出されている

(Fries, 2010; 2014; Higes et al., 2010; 2013). 

さらに研究機聞による感染試験等の結果のばら

つきの解消を目指して研究手法の標準化も提唱

されてきた（Fri巴setal.,2013).

しかし，これまでのところ邦文でのノゼマ病，

特にとの新しいノゼマについての包括的な解説

はない．そこで本稿では，現在，世界中に蔓延

している N ceranaeとはそもそもどんな生物

であるのか，またそれが引き起こす疾病の実相

について，従来のノゼマ病と何がちがうのかを

含めて解説しておきたい．
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微胞子虫類

ミツバチ微胞子虫を含む微胞子虫類は，昆虫

や他の無脊椎動物，ヒトを含む脊椎動物など広

い範囲の生物を寄主とする，絶対細胞内寄生生

物（寄主の細胞内でなければ増殖ができない生

物）である．

微胞子虫の研究史は， 19世紀のヨーロッパ

に遡る．当時，主要な産業で、あった養蚕におい

て，カイコBombyxmoriの微粒子病（pebrin)

が大発生し，科学者たちの注目を集めた．死亡

したカイコに観察される微粒子が新種の微生物

であることは Nageli(1857）によって明らか

にされたが，その後，フランスの著名な細菌学

者のPasteurが，これが病徴であるだけではな

く，カイコを死に至らせる原因生物Nbomby 

cis （家蚕微粒子病原）そのものであることを明

らかにした（Pasteur,1870). 

微胞子虫類の胞子は多くの場合，卵形から洋

ナシ型で，小さいものでは 1ドm程度，大きな

種類でも 30μmほどである（Larsson,1999). 

キチンを含む細胞壁に固まれた胞子は，この細

胞壁によって光を屈折させるので，光学顕微鏡

下では胞子の境界が明るく光って見えるのが特

徴となっている．

胞子内部には，コイル状に折りたたまれた極

糸polarfilament （または polartube）がある．

最初に寄主の細胞内に入るときには，この極糸

を物理的な力で押し出し，寄主の細胞膜に挿入

して，管状の極糸を通して感染力のある胞子原

形質を注入し，感染が成立する．その後，寄主

細胞内で増殖したのちに，最終的に他の細胞へ

の感染力者E持つ胞子の形成を行う．

微胞子虫類は単細胞で，核やマイトソーム（酸

素呼吸能がなく，ゲノムも消失しているが，ミ

トコンドリアとおそらく相同と考えられる細胞

器官）は有しているものの，ミトコンドリアな

どの真核生物らしい細胞小器官を持たない．ま

たリボゾーム RNAのゲノムサイズ、が小さい．

そこで，かつては単細胞生物で動物的生態を示

す「原生動物」であるされ，原生動物門胞子虫

綱などに分類されてきた．現在，動物や植物は

匪発生する生物であって単細胞ではありえない

との定義（Marguliset al., 1990）に基づき，「原

生動物」の呼称は「原生生物」に置き換えられ

ている．

最近になって，微胞子虫類は原生生物ではな

く，寄生性の真菌類が長い寄生生活の聞に細

胞内小器官を失ったものとの仮説が支持され

るようになった（Corradiand Keeling, 2009). 

Keeling et al. (2000）は f3－チューブ、リンの遺

伝子の塩基配列を用いた系統解析を行って，微

胞子虫類が真菌類内部で進化した一系統である

ことを示している．これに基づいて，現在の生

物学の下に微胞子虫類を正しく位置づけるな

ら，菌界の微胞子虫門Microsporidia，微胞子

虫綱Microsporea，微胞子虫目 Microsporida

の 160属 1,300種以上を含む一群の生物とな

る（Corradiand Keeling, 2009）.なお，よく

利用される「ノゼマ原虫」の呼称は，寄生虫学

における「原虫」の定義が非細菌性の寄生性単

細胞生物となっているので，そのまま通用する．

ノゼマNosema属微胞子虫類

微胞子虫類のノゼマ科Nosematidaeを構成

する 6属のうちのひとつのノゼマNosema属

には，ハチ目やチョウ目などの昆虫，その他の

節足動物を寄主とする 81種の微胞子虫が含ま

れている（Kirket al, 2008）.中でもよく知ら

れているのは，前述のカイコの微粒子病の原因

生物のNbombycisである．感染すると致死性

が高く，また親から卵に病原体が受け継がれて

垂直伝播するなど，養蚕業における重大疾病で

あった．このため日本でも政策的に養蚕業に力

を入れ始めた明治時代からの長い研究の蓄積が

ある（Kawarabata,2003；嶋田， 2014).

一方で，多様な寄主をもっノゼマは，昆

虫感染性病原菌として害虫防除での利用も

目指され，チョウ目やバッタ目の害虫防除へ

の応用が古くから研究されてきた．特にN

locustaeは，バッタ目の害虫防除目的で商業

的利用される段階にまで至っている（Lacey

and Goettel, 1995）.また，ハチノスツヅリガ

Galleria mθ＇llonellaに対して， NgaJJ，θriaeを防



除目的で利用しようという試みもあったという

(Sammataro and Avitabile, 2011). 

Nosema属の微胞子虫のうち，ミツバチ科

Apidaeのハチ類に寄生するものには，マルハ

ナパチ類Bombusspp.に感染するNbombi, 

セイヨウミツバチに寄生するNapis，そして

トウヨウミツバチA.ceranaを原寄主とする N

ceranaeの3種が知られる．

N bombiは，野生あるいは商用送粉者とし

て重要なマルハナパチ類の減少要因のひとつ

と考えられている（Ottiand Schmid-Hempel, 

2007）.この微胞子虫は多種のマルハナパチの

成蜂のマルピーギ管，胸部筋肉，脂肪体，脳を

含む神経組織など多様な組織細胞に感染する

(Fries et al., 2001）.次世代への伝播は女王蜂

を経由するため，巣の創設や産卵への感染の影

響はほとんどないとされていたが（Fisherand 

Pomeroy, 1989），その後，交尾や越冬への影

響はないものの，巣の創設率の低下が見られ

(van der Steen, 2008），あるいはコロニーサイ

ズが小さくなり，次世代となる新女王蜂や雄蜂

の生産が減少するなどの影響が知られるように

なった（Ottiand Shmid-Hempel, 2008). 

従来から知られるミツバチのノゼマ病の原

因生物はNapis （ミツバチ微胞子虫）である．

1857年にドイツで，セイヨウミツバチの成蜂

の重い症状の発生が報告され，ミツバチの体内

からは真菌の胞子が検出された．その後 1909

年になってドイツのZanderが，この微胞子虫

を単離してNapisと命名し，症状にはノゼマ

病＂Nosema-seuche”の名称を与えた（Zander,

1909）.同時期にアメリカのWhiteが数か年

をかけてNapisについての多項目の研究報告

寄主
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をまとめている（White,1919). 

1996年に，北京の南 120km にある蜂場で

飼育されていたトウヨウミツバチ3群から採

集された働き蜂より分離された微胞子虫が，微

細構造の観察やゲノム解析の結果からNapis 

とは異なった新種と判定され， Nceranaeと命

名された（Frieset al., 1996). 

これら 3種のNosθ＇ma聞の系統学的な関係

をリボゾーム貯~A Cl6s r陪~A）を用いて解

析したところ，同じミツバチ属に寄生するN

ceranaeとNapisはそれほど近縁でなかっ

た（Frieset al., 1996). GeneBank上の遺伝子

情報を用いた解析では， Frieset al. (2001), 

Wang et al. (2006），さらに Chenet al. (2009) 

が， NceranaeはNapisよりもNbombiに近

いとした．その後， Shaferet al. (2009）が複

数の遺伝子の塩基配列データを用いて系統解析

を行い， NceranaeがNbombiと姉妹系統で，

N apisはその系統の分岐点に位置するとの結

論を得た（図 2）.この解析結果に基づいて， M

bombiの祖先種がマルハナバチからトウヨウミ

ツバチに寄主転換してNceranaeとなったか，

逆にN ceranaeの祖先種がトウヨウミツバチ

からマルハナパチに寄主転換してNbombiと

なったかの二つの仮説が提唱されている．

ミツバチに寄生するノゼマ

ミツバチ属に寄生する微胞子虫としてのN

ceranaθとNapisの一般特性を表 1にまとめ

た．両者は外観上，きわめてよく似ているが，

N ceranaeの方がNapisよりもやや小型で、あ

る（図 3,4). 

生理的には，温度感受性に大きな差が見られ
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図2 ノゼ、マと寄主の系統関係（Shaferet al. (2009）を改変して加筆作成）
実線は原寄主，点線は現時点で報告のある寄主転換先を示す
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る（表 1).White (1919）は 57～59°C, 10 

分間の熱処理でNapisが感染力を失うことを

確認しており，これに基づいて 50°C, 24時

間の熱処理で巣板や巣箱の消毒を行い，ノゼ

マ病を予防する方法が確立している．しかし

N ceranaeは高温耐性があり，培地上の胞子を

60°Cで 1か月間維持しでも，生存率の低下は

認められない（Fenoyet al., 2009）.逆に，冷

凍で 1週間の保存をすると， Napisでは感染

力は失われないが， Nceranaeでは感染力が喪

失する（Friesand Forsgren, 2009）.ミツバチ

体内でのノゼマの増殖速度も同様に温度感受性

で，両種ともに 33℃が増殖適温であるが， M

ceranaeはNapisが増殖できない 37℃でも増

殖できる（MartinHernandez et al., 2009). 

N apisの感染によるノゼマ病の発生が，高

温期を除く春や秋に集中するのに対して， N

ceranaeによるものは一年中発生していること

表1 2種ノゼマの一般特性

ノモマ N ceranae N apis 

命名年 ！ ~9？.年＼£＇..i.~s?. ！ ~0~ 年＼~~r:icl~r?.
原寄主 トウヨウミツバチセイヨウミツバチ

セイヨウミツバチ 1)

オオミツバチ 2)

寄主範囲 コミツバチ 2) トウヨウミツバチ5)

サパミツバチ 3)

マルハナパチ 4)

胞子サイズ 3.3～5.5× 4.6～6.4× 
長径×短径 2.3～3.0阿世 2.5～3.4 pm7l 

極糸のコイ
) 20～23回＠ 26～32回以上 8)

ルの巻数6

高温耐性9）高い 低い
低温耐性ioi低い 高い
発症時期 iii一年中 早春期または秋期
分布特性i2i暖地に多い 寒冷地に多い
1) Higes et al. (2006) 
2) Chaimanee et al. (2010) 
3) Botfas et al. (2009) 
4) Plischuk et al. (2009) 
5) Singh (1975), Lian (1980), Yakobsonetal. 

(1992) 
6) Fries et al. ( 1996) 
7) Kudo (1920) 
8) Fries (1989) 
9) White (1919), Fenoyetal. (2009), Martin-

Hernandez et al. (2009) 
10) White (1919), Fries and Forsgren (2009) 
11) Martin-Hernandez et al. (2007) 
12) Williams et al. (2008), Martin-Hernand巴s巴t

al. (2007）およびFriesand Forsgren (2008) 

(Martin Hernandez et al., 2007），あるいは，

北米でも（Williamset al., 2008），ヨーロッパ

でも（Martin-Hernandeset al., 2007; Fries and 

Forsgren, 2008），温暖な地域ほどNceranaθ 

の感染率が高いことも，両種ノゼマの増殖好適

温度帯の差を背景としているといえる．さら

に高温耐性を持つNeθranaeの分布拡大には，

現在の地球温暖化が有利に働くと考えられてい

る（MartinHernandez et al., 2009). 

ノゼマの感染と増殖

ミツバチ微胞子虫は，ミツバチの幼虫には感

染しないが，成虫であれば，働き蜂，女王蜂，

雄蜂を問わず感染する（White,1919）.ミツバ

チの細胞に寄生している時以外，つまりミツバ

チの消化管内や体外では，ノゼマは感染力のあ

る胞子を形成して存在している．

従来のNapis感染によるノゼマ病に擢患

した蜂群では，働き蜂の下痢症状が激しくな

り，胞子を含んだ糞によって巣が汚染される

(Bailey, 1981）.この糞とともに排植されたN

a pisの胞子はミツバチの糞中で l年以上生存

でき（Bailey,1962），また巣板上でも長期生存

可能なため（Bailey,1955），汚染した巣板が主

要な感染（いわゆる糞口感染）源となる．ただ

し，下痢症状は多要因で発生するので，それだ

けではノゼマ病の確定診断とはならない．

一方， N Cθranae感染においては，急激な

蜂量の減少などの明確な影響が見られるのに

特徴的な下痢症状が観察されない（Faucon,

2005; Higes et al., 2008a）.今のところ， N

Cθranaeの胞子が巣箱内の環境でどの程度生存

可能かもわかっていないこともあり，巣板の汚

染を介した糞口感染が胞子の伝播の主経路では

なく，別の感染経路の存在も疑われる．

マルハナパチに寄生するNbombiでは，他

の微胞子虫同様，消化管以外にも感染可能で，

女王蜂からの垂直感染も起きるが（Frieset al., 

2001)，ミツバチに寄生する 2種のノゼマは

中腸上皮以外への感染・増殖は知られていな

い．しかし， Chenet al. (2009）は，マルビ

ーギ管，下咽頭腺，唾液腺，脂肪体から， N
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図3 光学顕微鏡下の両種ノゼマ
A: N ceranae, B: N apjs.スケールは 5μm
揖影者 Ingemar Fries （スウェーテ、ン農科大）

ceranae特異的な DNA断片が検出されたとし

ており，それらの組織細胞で増殖可能かどう

かの情報はまだないが，多組織感染の可能性

として興味深い．また Websteret al. (2008) 

はN apjsは女王蜂の卵巣には感染せず＼卵へ

の垂直伝播は起乙らないとしたが， Traverand 

Fell (2012）はN ceranaθに自然感染した女

王蜂で，体内の各部位および卵からMceranae 

特異的な DNA断片を検出して，垂直伝播の可

能性を指摘した両者の差の存在は Shaferet 

al. (2009）によるノゼマの系統関係（図 2）を

考えると妥当であるように思える．

ノゼマの胞子は経口でミツバチ戚蜂の消化官

内に入り，中腸に達すると腸内環境に反応し

て発芽する．腸管粘膜から上皮細胞までの距離

が近い中腸の下涜部に到達した段階で，すぐ

に極糸（図 4）を寄主の上皮細胞に打ち込んで，

胞子原形質（スポロプラズマ）を注入して感染

を完了する．胞子が体内に入ってから 12時間

後には複数の細胞が感染状態になる．注入さ

れた胞子原形質はすかさず母細胞（メロント）

になり， 24時間以内に分裂して娘細胞（メロ

ゾイ ト）となる（Frieset al., 1992）.メロゾイ
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図4 透過型電子顕微鏡下の両種ノゼマ
A: N ceranae, B: N apjs.スケールは 0.5ドm
D核（二核になっている）， PF：極糸
撮影者： IngemarFries （スウェーデ、ン農科大）
※図 2とも初出は Fries.I., R. Martin, A. Meana, 

P. Garcia-Palencia, and M. Higes (2006) Journal 
of Apicultural Research 45 (3) 230-233. 
(International Bee Research Association) 

トは成熟してスポロントに，さらに l回分裂

して胞子母細胞（スポロプラスト）になり，乙

れが成熟し，被嚢して胞子が形成される（Fries,

1993). 30°C前後の好適環境では，感染から

胞子形成までのサイクルは 48～60時間である

は巴llner,1980）.なお，基本的に 2核である

が（図 4），核の融合や減数分裂などの有性生

殖の特徴はなく，ノゼマ属の微胞子虫に共通の

無性生殖が増殖様式となる（Fries,2010). 

ノゼマはミツバチの中腸の上皮細胞で、増殖を

行うが，寄生した細胞から腸管内に放出された

胞子は，再び新しい上皮細胞に寄生して上記の

サイクルを繰り返す．人工感染の場合は 4日

後から胞子数が劇的に増え（Fri巴S,1988），最

終的には 2週間以内に中腸の上皮細胞のほと

んどが感染し，これによって解剖所見として，

中腸全体の弾力が失われ，白濁した外観とな

る．この段階で3～5千万個の胞子が中腸内に

見られ（Baileyand Ball. 1991），脱糞をしない

場合は 2億個以上の胞子が見られることもあ

る（Lotmar,1943）.この胞子が，脱糞に伴っ

て体外に排出され，別の蜂に感染する．

N apjsに感染したセイヨウミツバチの細胞
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質内には，成熟胞子が見られる時期であれば，

常に中空の胞子が見られ，また隣接細胞にはメ

ロゾイトが見られる．この中空胞子は，中腸上

皮細胞間で感染を広げる過程，つまり感染した

細胞から胞子が中腸に脱出することなく，直接，

隣接する細胞に感染する時に，胞子の細胞壁部

分を残した痕跡である（Frieset al., 1992）.こ

の存在は，胞子が一度消化管内ヘ脱出しなくて

も，細胞聞でフk平感染が成立することを意味し，

ノゼマの増殖に有利な状況と考えられる．

N ceranaeが原寄主であるトウヨウミツバチ

に感染した場合には，寄主の細胞質内に中空胞

子は見られず，細胞聞の水平感染は起きていな

い（Frieset al., 1996）.セイヨウミツバチに感

染した場合，中空胞子が観察された事例もあ

るが（Higeset al., 2006), Chen et al. (2009) 

の論文にあるNceranaeが感染したセイヨウ

ミツバチの細胞の電子顕微鏡像には中空胞子は

観察できない．もし，特定の地域でのみ，ある

いは特定のミツバチの系統でのみ中空胞子が見

られる，つまりノゼマの感染・増殖過程に差が

あるということになれば，ノゼマ病の進行も地

域や系統によって異なるということであり，特

筆すべきことではある（Fries,2013). 

N apisがミツバチの働き蜂に感染するため

に必要な胞子量は，ミツバチ 1匹あたり 100

胞子前後である（Fries,1988). 50%のミツバ

チが感染するために必要な胞子量はNceranae 

の方がNapisよりも少ないが， 100%のミツ

バチが感染するのにはいずれも 104個の胞子

を必要とする（Forsgrenand Fries, 2010）.ま

た l匹のミツバチに 2種のノゼ、マを混合感染

させた場合，競争により一方のみが増加する

ような現象は観察できていない（Forsgrenand 

Fries, 2010; Milbrath et al., 2015). 

ノゼマ病の病毒性

1 ）個体レベルでの病毒性

ノゼマ病に感染した働き蜂では外勤化が

早まり，寿命の短縮が見られる（Hassanein,

1957）.感染した働き蜂は，同じ日齢の非感染

の働き蜂に較べて分業上の先の仕事を担当し

ていて，生理的に日齢が進んだ状態になって

いる（Wangand Moeller, 1970）.この寿命の

短縮率は 10～40%といわれているが（Bailey

and Ball, 1991)，近年，カナダで行われた実験

では，対照区の働き蜂の寿命32日に対してN

a pisの胞子を接種した働き蜂では 28日とな

って，その差は 4日間であった（Mattilaand 

Otis, 2006）.またケージ内飼育で寿命を比較

した場合は，対照区との有意な差が認められな

い（Maloneand Giacon, 1996）.つまり寿命の

短縮は，ノゼマ感染による直接的な毒性致死現

象ではないと考えられる．

スペインの Higesのグループが，ケージ内の

5日齢の働き蜂に， 1匹あたり 12万5千個の

N ceranaeの胞子を経口で摂取させたところ，

3日目には少数の細胞への感染が見られた. 7 

日目には，検鏡下の中腸組織の 80%以上の細

胞への感染が確認され，また感染した働き蜂

は8日固までにすべて死亡した（Higeset al., 

2007). Paxton et al. (2007）による 2種の

ノゼマを用いた実験室内感染試験においても，

反復試験はないがN Cθ•ranae の方が死亡率が

高い結果となった．この二つの実験結果がN

ceranaeが従来のノゼマ病の病原であるNapis

よりも強い病毒性を有していることの根拠とな

っているが，その後，このような高い致死性は

再現されていない．

Mayack and Naug (2009）は，人為的にN

ceranaeに感染させた働き蜂では糖に対する反

応性が高まり， 24時間あたりの砂糖水の消費

量が有意に増加することから，高度の飢餓スト

レス状態になっていて，その結果として寿命が

短縮すると考えた．そこでNceranaeに感染し

た働き蜂でも自由に餌を摂取できる状態にした

ところ，寿命には対照区の働き蜂と差が見られ

なくなることを確かめた．寄主の栄養状態を過

剰に乱すことは，新興病原では起きやすいこと

だと考察している．

N apis感染での特徴的な症状としては

下咽頭腺の萎縮も知られているが（Lotmar,

1936;1939），蜂群から混合状態で分離した 2

種のノゼマを感染させた場合にも，下咽頭腺



の大きさが有意に小さくなった（Alauxet al., 

2010）.またN ceranaeを感染させたトウヨ

ウミツバチでも下咽頭腺タンパク質量の減少が

確認されている（Chaimaneeet al., 2010）.こ

のことは，感染した働き蜂による女王蜂への給

餌回数が減少するという行動上の変化として

も観察されている（Wangand Moeller, 1970). 

したがって，下咽頭腺の萎縮はノゼマの種類に

よらない共通現象と考えることができる．もっ

とも下咽頭腺の発達不良は，中腸内でのタンパ

ク質分解酵素の活性低下に起因することも示

唆されている（Maloneand Gatehouse, 1998). 

なお由来は不明ながら下咽頭腺内でもノゼマ

胞子が見つかっていて関与が示唆されている

(Ptaszyflska et al., 2012). 

農薬への暴露がN ceranaeへの感染レベル

（腸管内での増殖レベル）を上昇させるが（Wu

et al., 2012; Pettis et al., 2011; 2013），逆に

N ceranaeへの感染によって，致死濃度以下

の農薬の影響を受けやすくなり，結果として

働き蜂の死亡率が上昇することも確かめられ

ている（Alauxet al., 2010; Vidau et al., 2011; 

Aufauvre et al., 2012). 

ただしノゼマ感染と農薬との相乗作用現象は

新規現象ではない．害虫防除の現場では，この

原理を活かして，病原菌感染を併用することで

農薬への感受性を上昇させ，農薬使用量を減ら

し，コストと環境負荷を低減させる総合的害虫

防除 (IPM）を目指す試みが以前より行われて

きている（例えばJohnsonand Henry, 1987). 

Alaux et al. (2010）はN ceranaeへの感染

と半致死量より低い投与量のイミダクロプリド

処理との両方を行うことによって，それぞれ単

独での処理と比べて死亡率が高くなることを確

かめた．前述のように， Nceranaθに感染した

個体は飢餓状態になり，通常では個体の生存に

影響を及ぼさない濃度の農薬が，餌の摂取量が

増えることで農薬の総摂取量が増え，その結果

として生存率が低下した可能性も考えられる．

しかし，フィプロニルとチアクロプリドを用い

た同様の実験においては，農薬摂取量には差が

なくても，ノゼマ感染により農薬への感受性白
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体が上昇して影響を受けやすくなることも確認

されている（Vidauet al., 2011）.このように

相乗的な効果で， N ceranae感染が致死量を下

回る量の農薬や，その他の外的ストレスに対す

るミツバチの感受性を引き上げ，個々の働き蜂

や蜂群に致命的な影響を及ぼすのであろう．

女王蜂がノゼマに感染していると，女王蜂の

自然更新頻度が異常に高まり，人工感染させた

女王蜂が 7週目までは正常に産卵を続けたも

のの，突然，産卵が停止し，数日後に死亡した

事例なども報告されている（Farrar,194 7). N 

a pisの胞子を人工感染させた女王蜂では，卵

巣の萎縮も認められる（Hassanein,1951). 

女王蜂がN ceranae に感染した場合，脂肪

体への脂肪貯蓄量はわずかしか減少しないが，

血中ヴィテロジェニン濃度は有意に上昇し，腹

部の抗酸化能も有意に高まっていた．一方，頭

部の女王蜂大顎腺フェロモンのレベルは， p-

ヒドロキシ安息香酸メチル（HOB）では減少

し， 9－オキソデセン酸（9-0DA）や 9－ヒドロ

キシデセン酸（9-HDA）の生成量は増加してい

た（Alauxet al., 2011). 

ノゼマ感染によって女王蜂の大顎腺フェロモ

ンの組成が変化すると，これを感知し反応す

る働き蜂側の行動や生理状態にも変化が現れ，

これがFarrar( 194 7）が報告したような頻繁

な女王蜂更新につながっている可能性もある

(Alaux et al., 2011). 

働き蜂では脂肪体蓄積物の減少（Baileyand 

Ball, 1991）や血中ヴィテロジェニンの濃度の

低下（Antunezet al., 2009）が見られるのに，

女王蜂では増加したのは，少なくとも短期間で

はノゼマ感染により代謝が完進しでも，働き蜂

による給餌で充分に補償されるからだと考えら

れ，またヴィテロジェニン濃度の上昇により抗

酸化能が上がることで，代謝克進による酸化ダ

メージも充分補償される可能性があると考察さ

れている（Alauxet al., 2011). 

なお，働き蜂のNapisへの感染率が高い場

合，時間経過に伴って女王蜂も感染する（White,

1919）.またN ceranaeを人工感染させた働

き蜂に未感染の女王蜂を同居させると，働き蜂
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からの水平伝播が起こることも確認されている

(Higes et al., 2009）.しかし，自然状態では，

胞子を取り込む確率の高い巣の掃除などの仕事

を担当しない女王蜂がノゼマに感染する確率は

低いと考えられている（Baileyand Ball, 1991). 

個々の働き蜂への有害性は不明であるが，

ノゼマに感染した外勤蜂では他の蜂の外勤化

を抑制するフェロモン（オレイン酸エチル；

OE）の合成量の有意な増加が確認されている

(Dussaubat et al., 2010）.このフェロモンは，

外勤活動の実態に応じて，働き蜂の分業進行を

調整しており，ノゼマが個々の外勤蜂のフェロ

モン合成を改変すると，外勤活動の実態が誤っ

て蜂群に伝えられ，蜂群の社会調節に影響が及

ぶ可能性がある．

またAnrunezet al. (2009）は，ミツバチ体

内でN ceranaeとN apisがミツバチの遺伝子

発現に与える影響を調べ，ミツバチが生体防御

の一環として産生する抗菌ペプチドのアパエシ

ン，ディフェンシン，ヒメノプテリシンや基

質を酸化することによって抗菌効果を発揮す

るフェノールオキシダーゼ（PO）などの遺伝

子の発現誘導をN ceranaeが抑制することを

確かめた．また細胞質免疫を担う血球数，全

血球数（THC）も低下したという（Anrunezet 

al., 2009）.しかし Craiget al. (1989）は， M

a pisに感染させたミツバチでは血中にアパエ

シンのような抗菌タンパク質の誘導は認められ

なかったとしている．

Alaux et al. (2010）は， N ceranae感染は

PO活性およびTHCに影響を与えないが，ブ

ドウ糖からグ、ルコン酸や過酸化水素を生成して

巣内そ抗菌的に維持するという意味において蜂

群レベルでの免疫系と呼べるグルコースオキシ

ダーゼ（GOX）の活性は，ノゼマに感染して低

濃度の農薬に暴露した働き蜂で有意に低下する

ことを見いだした．ノゼマの感染だけでも下咽

頭腺が縮小するが， GOXの合成量は下咽頭腺

のサイズとは関係がなく，農薬とノゼマの相乗

効果による飢餓ストレスの先進によってブドウ

糖の利用率が低下し，結果的に，蜂群レベル

での免疫力の低下を招いたとしている.Vidau 

et al. (2011）はN ceranae感染によって解毒

系の酵素グルタチオンーS－トランスフエラーゼ

(GST）の中腸および脂肪体での活性が上昇し，

また同時に農薬感受性も上昇するとしている．

2）蜂群に対する病毒性

ミツバチでは，幼虫が躍患する疾病では症状

が重く，感染した幼虫が幼虫期～踊期に死亡

し巣内で他の幼虫にも蔓延して，最終的に蜂

群全体が壊滅しやすい．これに対して，成虫が

擢患する疾病の多くは，成蜂の寿命がそもそも

短いこともあって，個体に対しても蜂群に対し

ても強い致死性や影響を示さない．従来のN

a pisによるノゼマ病は， White(1919）が多項

目の研究成果をもとに，重大な疾病ではないと

結論したことから，注目度は低かった．

アメリカでは過去に何度か発生した消滅病

(disappearing disease）の原因としてノゼマ病

が疑われたことがある（「消滅病」の呼称は渡

辺（1951)による）．いずれも具体的な原因が

解明されないまま終息しており， 1960年代の

流行時も（Oertel1965), 1970年代の流行時に

も（Wilsonand Menapace, 1979; Kulincevic et al., 

1982），結局ノゼ、マ病の関与は証明されなかった．

イギリスでも同様に， 1960年代に多数の蜂群

の冬季損失が発生し，あるいは弱群化し，その

ときの特徴的な症状が下痢であったためノゼ

マ病が疑われた．しかしN apisの感染レベル

と蜂群の死亡率に相闘が見られず，やはり主要

因ではないと判断されている（Bailey,1967). 

2003年～2006年にヨーロッパ各地で，蜂

量減少などの問題があって蜂群から集められ

た働き蜂についてノゼマの検出調査を行った

ところ，高い確率でノゼマ感染 （N apisと

N ceranaeの混合感染およびN ceranae単

独感染）しており（Martin-Hernandezet al.; 

2007），また感染群では，蜂量，蜂児量，ハチ

ミツの生産の減少など，具体的な影響が見られ

ている（Botiaset al., 2013). 

N ceranaeに感染した小群を用意し，無処

理区と，ノゼマ防除薬であるフマギリン処理

区を設けて経過を比較したところ，無処理区



では 15か月以内にすべて死滅したが，フマギ

リン処理区はすべて生存していた（Higeset al., 

2008）.もっとも，これ以外に感染蜂群の死滅

事例は少なく，現在，多くの地域でNceranae 

に感染した蜂群がフマギリン処理なしに飼育さ

れているが，蜂群の死滅が頻発するといった状

況にはない．

アメリカでは最近の蜂群崩壊症候群と N

Cθ•ranae 感染の関連づけを目的に網羅的な遺伝

子解析が行われたが， Neθ•ranae の関与は証明

されなかった（Cox-Fosteret al., 2007）.ウル

グアイにおいても， Nceranaeの侵入および感

染が，蜂群の死滅率に影響していないとされ

Cinvernizzia et al., 2009), ドイツにおいても

N ceranae感染が冬季の蜂群の死亡率に関与し

ていることを示せていない（Siedeet al., 2008; 

Aurori et al., 2011）.このように， Higeset al. 

(2008）がスペインのミツバチでの蜂群崩壊症

候群原因として示したNceranaeの劇的な蜂

群致死性は，他の地域では観察されていない．

寄主転換と分布の拡大

N apisおよびNceranaeは互いの原寄主で

あるセイヨウミツバチとトウヨウミツバチへ

の交差的感染能があることが確認されている

(Fries and Feng, 1995; Fries, 1997）.この交

差感染能は，微胞子虫類の多くが複数の寄主に

寄生しうることからも予想されたことであり，

したがって寄主転換の可能性はもともと高かっ

たと考えられる．しかし，実際にセイヨウミツ

バチへのN ceranaeの自然感染が報告された

のは 10年後になる.2004年 10月～2005年

5月にスペインの複数の蜂場から集められた

セイヨウミツバチから分離された微胞子虫が，

ゲノム解析によってN ceranaeと鑑別され

(Higes et al., 2006），また同時期に，台湾でも

セイヨウミツバチへの感染が確認された（Fries

et al., 2006）.これがセイヨウミツバチへのN

Cθranae自然感染の初記録である．

しかし Kleeet al. (2007）は世界各地（ヨー

ロッパ，南北アメリカ，アフリカ，オーストラ

リアおよびアジアではベトナム）から集めたノ
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ゼマ感染標本を調べて，また文献情報も含めて，

N ceranaeがより早い時期に各地に広がって

いたと推測している.Paxton et al. (2007）も

1986年～2006年までのフィンランドのノゼ

マ感染標本からNceranae 1r検出して，少な

くとも 1998年には侵入していた可能性を示し

ている．同様にイタリアでは 1993年（Ferroglio

et al., 2013）とされ，スペインでも 2000年に

収穫されたハチミツからMceranaeの胞子が

検出されている（Botiaset al., 2012). 

Chen et al. (2008）は 1995年～2007年に

アメリカ国内で採取されたノゼマ感染標本から

N ceranaeを検出し，メキシコでは 2004年に

採取されたアフリカ蜂化ミツバチの標本から

(Guzman-Novoa et al., 2011)，またウルグアイ

では 1990年のノゼマ感染標本から Cinvernizzi

et al., 2009），さらにブラジルでは 1979年に

アルコール浸漬標本となったアフリカ蜂化ミツ

バチの雄蜂から， NapisとともにN ceranae 

が検出され（Teixeiraet al., 2013），南北アメ

リカでのセイヨウミツバチへの寄主転換は，ヨ

ーロッパよりも早かったと考えられる．

それでも多くの古い標本からはNapisだけ

が検出されるため，一部を例外として，基本

的にはN ceranaeはセイヨウミツバチにとっ

ては新興病原であると考えるべきだと Paxton

(2010）は述べている．また遺伝子解析から

はNeθranaeが急速に多様化しており，新疾

病として警戒する必要性も訴えられているが

(G6mez-Moracho et al., 2014），異なる地域の

N ceranae 1r用いた感染試験では症状の重さと

の関係性は認められていない（vander Zee et 

al., 2014). 

N ceranaeと同じようにトウヨウミツバチか

らセイヨウミツバチへの寄主転換を果たしたミ

ツバチヘギイタダニ均rroadestructorは，ヨ

ーロッパへは 1970年代～90年代にかけて侵

入しており，アメリカでは 1987年に最初の記

録がある（Morseand Flottum, 1997）.南米へ

は 1971年に日本から持ち込まれたセイヨウ

ミツバチによってもたらされた可能性が高く

(de Guzman et al., 1997），北米へのダニの侵
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入経路としては，南米からの違法な女王蜂の持

ち込みが指摘されている（Morseand Flottum, 

1997）.そこで， トウヨウミツバチからセイヨ

ウミツバチへの寄主転換に関しては，ミツバチ

ヘギイタダニと同様の経路をたどったと考えれ

ば，古い南北アメリカのノゼマ病標本からN.

Cθ＇ranaeが検出されたこと自体はそれほど不自

然なことではない．

ただし，現在まで，ミツバチヘギイタダニ

の侵入を許していないオーストラリアでも，

2007年～2008年に集められた働き蜂から

N. ceranaeが検出されており（Gierschet al., 

2009), N. ceranaeの拡散をミツバチヘギイタ

ダニの拡散のみで説明することはできない．こ

こで注目するべき点は，オーストラリアでN.

ceranaeの感染率が高かったのがクイーンズラ

ンド州のセイヨウミツバチ（感染率 34%）で，

またN.ceranae陽性となった 3検体のハチミ

ツがいずれもクイーンズランド産のものであっ

たことである（Gierschet al., 2009). 

実は，クイーンズランド州のケアンズ港は，

アジアからの船舶に便乗して侵入するトウヨウ

ミツバチの拡散起点でもある． トウヨウミツバ

チのオーストラリアへの侵入は，以前より非常

に深刻な問題となっており，ケアンズ港周辺

では 2007年から集中的な調査が行われた．そ

の結果， 2007年5月～2012年 10月までに，

トウヨウミツバチの分蜂群260と営巣群 539

が発見されている（Koetz,2012). トウヨウミ

ツバチの侵入をそのままN.ceranaeの侵入と

結びつける証拠は現状では何もないが，ある程

度の蓋然性のある経路仮説にはなるだろう．

1996年のN.ceranae発見以前に，インドや

中固などでトウヨウミツバチにおけるノゼマ病

の症例報告が複数みられる（Singh,1975; Lian, 

1980; Yakobson et al., 1992）.その当時はセ

イヨウミツバチからのN.apis に交差感染した

ものと考えられたが，実際には検出された微胞

子虫がN.ceranaeであった可能性も指摘され

る（Frieset al., 2006, Fries, 2010）.しかしこ

れも裏を返せば， 1996年以前にヨーロッパや

南北アメリカでノゼマ病が発生した際に，おそ

らく従来のN.apisによるものと判断され，新

種のノゼマによるものと疑うことはなかった

であろう．もしN.ceranae分布拡大がミツバ

チヘギイタダニのそれと同時期であったとす

れば，ノゼ、マ病の発生地で，長らく侵入が見逃

されていたとしても驚くにはあたらない．遡

って調べた 1990年代のノゼマ病標本からN.

ceranaeが検出されたことと，分布域の急速な

拡大はそのことを雄弁に物語る．

2010年にはタイにおいてセイヨウミツバ

チとトウヨウミツバチに加えて，オオミツバ

チAdorsataとコミツバチA,floriθaにおいて

もN.ceranaeの感染が確認された（Chaimanee

et al., 2010）.これは，もともと同所的に生

息しているミツバチ聞のことであり，寄主の

転換はかなり古い時期に起きたと考えられる．

Chaimanee et al. (2011）は，タイにおいてこ

れら 4種のミツバチに寄生するN.ceranaeが，

極糸タンパク質遺伝子の塩基配列データに基

づいた系統解析で， 1)閉鎖空間営巣性のセイ

ヨウミツバチとトウヨウミツバチ， 2）開放空

間営巣性のオオミツバチ，および3）同じくコ

ミツバチの3つのグループに分類できること

を示した．極糸タンパク質はノゼマの感染能に

関係すると考えられ，寄主特異的な進化が起き

た可能性も示唆される．ただコミツバチから分

離したMceranaθの胞子を用いたトウヨウミ

ツバチへの感染実験で、は，感染による働き蜂の

下咽頭腺内のタンパク質量の減少および寿命

短縮といった症状も確認され（Suwannapong

et al., 2011），寄主特異的な性質を獲得するに

充分な時聞は経過していないともいえる．

N. ceranaeの侵入時期が 1970年代であっ

た可能性のある南米のアルゼンチンでは，土

着のマルハナパチ 6種のうちの 3種 CBombus

atra加＇S,Bambus mariaおよび、Bambusbθ'1li.casus)

にN.ceranaeが感染しているのが確認され

ている（Plischuket al., 2009）.確認された

地域はセイヨウミツバチを用いた養蜂が盛

んな地域で，現地のセイヨウミツバチからは

N. ceranaeが検出されており（Plischuket al., 

2008），属を超えた寄主の拡大につながったと



考えられている．この属を超えた寄主転換も，

Shafer et al. (2009）が示したミツバチ科に寄

生するノゼ、マ 3種の系統関係（図 2）を考えれ

ば大いにありそうなことに思えるが，結論者E出

すためには他の地域のマルハナパチのノゼマ感

染の現状調査が必要であろう．

N ceranaeの発見当時は，セイヨウミツバチ

への感染は起こるものの，その分布域はトウヨ

ウミツバチの生息域であるアジアに限られる

と推測されていた（Fries,1997）.そこではN

ceranaeは同所性のミツバチには感染が広がっ

ていたであろう．またアジア各地に 19世紀以

降，養蜂技術とともに導入されたセイヨウミツ

バチに寄主転換が起きたのも，導入時期からす

ぐの古い時代のことだと推測されるが，遡って

感染状況を知る検体は存在していない．

ノゼマ病の拡散媒介者として，ミツバチを大

量に捕食するハチクイドリ Meropsapiasterの

存在も注目されている.N ceranaθの胞子はハ

チクイドリの吐濡物中で感染力を保っており

(Higes et al., 2008），ハチクイドリが感染した

働き蜂を捕食して吐潟物をまき散らすことで，

胞子が散布されることになる.Valera et al. ( 

2011）はスペイン，スロパキア，キルギスタン，

イタリアで採取された吐潟物から感染力のある

Neθ＇ranaeの胞子を検出している．ハチクイド

リは越冬のために渡りをするが，移動距離が大

きく， Mceranaeの胞子散布範囲を広げている

可能性がある．

また，蜂群はもちろん，女王蜂や養蜂生産物

の国際取引が，ノゼ、マ病の拡散要因となりうる．

しかし， 2005年以降，ノゼマ病は国際獣疫事

務局の監視伝染病から外れており，国際的な予

防措置は執られていない（Mutinelli,2011). 

本稿執筆時点でNceranaeの感染がセイヨ

ウミツバチにおいて確認されているのは表2

に示した国および地域である．未確認の報告も

あるので，実際にはさらに多くの地域に及んで

いると思われる．

なお，原寄主であるセイヨウミツバチが全世

界に人為分布していることで， Napisも依然と

して広い地域で見られるが，前述のように温度
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表2 セイヨウミツバチでのNcε・ranae感染分布

国名等（出典）
アジア

日本（Yoshiyamaand Kimura, 2010) 
韓国（Choiet al., 2006) 
台湾（Huanget al., 2007) 
中国（Liuet al., 2008) 
ベトナム（Kleeet al., 2007) 

タイ.＼~~.<:i.!1.!.1.~!:1.巴巴巴t ~！：.！. ?.9. 1...92. 
ヨーロツl~

スウェーデ、ン（Kie巴巴tal., 2007) 
フィンランド（Karp巴la,2009) 
デンマーク（Derakhshifaret al., 2009) 
リトアニア（Blazyte-Cereskieneet al., 2014) 
ポーランド（Topolskaand Kasprzak, 2007) 
ドイツ（Martin-Hernandezet al., 2007) 
チェコ（Kamleret al., 2009) 
ハンガリー（Tapasztiet al., 2009) 
スイス（Martin-Hernand巴zet al., 2007) 
オランダ（Vander Z巴Eet al., 2008) 
フランス（Chauzatet al., 2007) 
イギリス（Budg巴， 2008)
スペイン（Higeset al., 2006) 
ポルトガル（Sanciaet al., 2013) 
ギリシャ（阻巴eet al., 2007) 
イタリア（Kleeet al., 2007) 
ブルガリア（Parvanovand Rusenova, 2014) 
マケドニア（Stevanovicet al., 2010) 
モンテネグロ（Stevanovicet al., 2010) 
クロアチア（G司jgeret al., 2010) 
セルビア（Kleeet al., 2007) 

ボスニアヘルツゴビナ＼？'1.r.i.tr'1.~ ~！ '1-':!. ?.QQ9) 
中東

トルコ（Whitaker,2010) 

ジヨルダン.rn'1.g.g'l.g.!.?.9 .i. i2. 
アフリカ

アルジエリア（Higeset al., 2009) 

ベニン.＼l.Y.1.!:1.1.!.1.＇？.~.i. ~！ '1.L ?.91.. 4.) 
アメリカ

アメリカ（Williamset al, 2008) 
カナダ（Williamset al, 2008) 
メキシコ（GuzmanNovoa et al., 2011) 
仏領マルティニク（Kleeet al., 2007) 
コスタリカ（Calderonet al, 2008) 
ベリーズ（Rangelet al, 2013) 
ブラジル（Teixeiraet al., 2008) 
ウルグアイ（Antunez巴tal., 2006) 
アルゼンチン（Reynaldiet al., 2010) 

ω …去I人＼g?..dりg11.~z .~！.;:ii:, ?.91.?.) .........山山山 U

オセアニアおよび大洋州
オーストラリア（Gierschet al., 2009) 
ソロモン（Botiaset al., 2012) 

が分布に影響する傾向があり，実際にスペイン

など南ヨーロッパではおおむねMceranaeに置

換されているのに， ドイツでは依然としてM

a pisの方がよく検出される（Gisder et al., 2010). 

N ceranaθの原寄主であるトウヨウミツバ

チの分布するアジアのうち，インドネシアで
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は 1994年に採集されたトウヨウミツバチと

セイヨウミツバチからNapisの感染が報告さ

れているが（Rice,2001)，タイではN apisの

感染は未確認で（Chaimaneeet al, 2010), N 

Cθranaeが優先分布していると思われる．

診断法

従来，ノゼマ病は，実際に症状が見られ多数

の擢患群が観察されるのは春で，夏には流行が

収束し，秋に再び若干の流行を見るという季節

性が知られていた．冬の間，徐々に感染した蜂

が増え，冬を越えた働き蜂が新しい若い働き

蜂と入れ替わる前に大きな流行のピークを迎

える．越冬をせず通年ミツバチが活動する地

方では， N apisの擢患率の季節変化は乏しく

(Fries and Raina, 2003），ノゼマ病発生の季節

消長には，その土地の気候が重要な要因となっ

ている．しかし，スペインでのノゼマ病の季

節消長は， 2003年までは夏に擢患が少ないパ

ターンであったのに， Nceranae陽性の症例が

増える 2005年以降は完全に季節性が消失し，

夏にも多数の躍患群が見られるようになった

(Martin-Hernandez et al., 2007). N ceranae 

によってノゼマ病の流行時期が定まらないとす

れば，ミツバチの異常の診断には不利に働く．

いずれのノゼマ病も感染した働き蜂の外見的

異常は特に見られず＇， N cθ•ranae に感染した場

合には，本病の特徴とされてきた激しい下痢症

状も見られない．したがって，ノゼマ感染の診

断は剖検による光学顕微鏡や電子顕微鏡での観

察か，あるいは分子生物学的手法が選択される．

N ceranaeの胞子は， N apisのものに比べ

てわず、かに小さいが，光学顕微鏡を用いて混

合感染下の2種を判別するのは困難である（図

2）.透過型電子顕微鏡を用いると，コイル状

に巻いている極糸の本数がN ceranaθでは 20

～23本なのに対して， N apisでは 30本以上

あり，これが両種のよい識別点になるが（図 3,

表 1)，判別のため多数のサンプルを電子顕微

鏡で観察することは現実的でない．

そこで現在までにノゼマ病の診断および2

種の判別のため，分子生物学的方法として複数

のPCR法が実用化されている.PCR-RFLP法

(Higes et al., 2006; Klee et al., 2007）や 1種

のみに特有の塩基配列を用いた PCR法（Chen

et al., 2008), 2種のノゼマ由来の断片を同

時に増やす PCR法（Martin-Hernandezet al., 

2007）などが発表されている．実際には，混

合感染事例が多いため， 2種のノゼマの有無が

一回の分析で判別できる方法が実用的で、， OIE

もこの方法を推奨している（OIE,2014). 

また2種の感染力や感染毒性の強さを実験的

に比較し，評価するためには，定量PCR法が

不可欠である．高性能システムを使用し，定量

性が高く， 2種のノゼマを同時に検出可能なリ

アルタイム PCR法もあるが（Bourgeoiset al., 

2010），そのような特別なシステムを導入する

ことなく，簡易な DNA抽出法による抽出物か

らN apisおよびN ceranae由来の増幅産物の

量を，ミツバチのハウスキーピング遺伝子の増

幅産物の量と比較して， l匹の働き蜂に感染し

ているノゼマの種類と量を知ることができる，

廉価で，時間的コストも小さい方法も開発され

ている（Hamiduzzamanet al., 2010). 

いずれにしても， N ceranae ~こ感染した働き

蜂や蜂群には外見上の特徴となる症状がまった

くないため，飼育者が感染に気付くことができ

ず，感染が進行して蜂群が弱体化するまで放置

されることが多い．地域的に定量PCRで感染

調査が行われているが，そのような調査を継続

的に行い，かつ，その結果を，養蜂家が即時に

閲覧でき，自身の蜂群管理に活かせるような迅

速な診断サービスの提供が，今後は望まれる．

なお，現在，ミツバチにノゼマ病を発症さ

せるのはNapisとN ceranaeの2種で，原因

生物の差が，前述のような症状の差に関係す

る．そこで，従来のN apisの感染によるノゼ

マ病をA型ノゼマ病（nosemosistype A) , N 

ceranaeの感染によるノゼマ病を C型ノゼマ

病（nosemosistype C）と呼び分けることが，

2009年に開催されたミツバチの蜂群損失を防

止するための国際組織COLOSS(Prevention of 

Honey Bee ~lony L盟主es，本部スイス）の会

議で合意されている（Higeset al., 2010）.実



際には混合感染も多く見られるので，疾病名を

分別することの意義はやや弱いが，すべてを一

括りに扱わないことには意味を見いだせる．

なお COLOSSでは，ミツバチの種々の問題

に関係した実験手法を標準化して，実験聞の結

果比較ができるような方法論の国際統ーを目

指し，国際ミツバチ研究協会InternationalBee 

Reserach Association (IBRA，本部イギリス）

の協力者E得て， 2013年に同協会のJournalof 

Apicultural Research誌の 52巻 l号および 2

号を BEEBOOKと銘打つたミツバチ研究手法特

集号として刊行している（特集号についてはイ

ンターネット上で無償公開）．ノゼマ研究にお

ける標準手法も Frieset al. (2013）によって

とりまとめられており，これまでに論文発表さ

れてきた分子生物学的検出法もまとめて記載さ

れており，分子診断の現場では大いに役に立つ．

防除法

一方の防除については，現状では確実な手法

がない.N apis感染の場合は糞で汚染された

巣板が感染源となることが多いので，巣板の

更新や消毒（酢酸による爆蒸など）が有効であ

ったが（Bailey1955; Fries, 1988），下痢を伴

わないNceranaeの場合，感染経路が不明で，

巣板だけの処理で予防効果が得られるかどうか

は確認されていない．現状ではNceranaeに

ついての伝播様式や感染経路などについての知

見，あるいは地域や季節，ミツバチの状態など

によっても変化するであろう病毒性についての

情報の収集が最優先事項で，それがなければ従

来のノゼマ病対策の実効もわからない．

微胞子虫類に効果のある抗生物質フマギリ

ン（商品名は Fumagilin田B，旧 Fumidil-B）は，

1952年にNapisによるノゼマ病に有効であ

ることが確認され（Katznelsonand Jamieson, 

1952），これまで長く使われてきているが， M

ceranaeにも有効であることが確認されている

(Williams et al., 2008）.現在，アメリカやカ

ナダなどフマギリンによってNceranaeを防

除している地域もあるが，ヨーロッパの多くの

地域では， 2012年の EUの勧告によってミツ
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パチを含む家畜への疾病予防目的での抗生物質

投与が禁止されている．

高緯度地方のカナダにおいては，感染群を室

温 5℃前後，暗黒条件下の屋内で越冬させたと

ころ，屋外で越冬させた蜂群よりも生存率が向

上した（Williamset al., 2010）.恒温下でスト

レスが軽減したためと考えらるが，感染率自体

は低下していない．

ノゼマ病について，亜種や系統による感受

性の差も検証されている.N apisについては，

A. m. li旨ustica（イタリアン）, A. m. mellifera （ダ

ーク）およびAm. carnica （カーニオラン）の

3亜種の比較感染試験によって，カーニオラン

はイタリアンと比較して死亡時の胞子数が大幅

に少なく，体内でのノゼマの増殖が遅いことが

示唆されている（Maloneet al., 1995）.しかし，

N ceranaeについては，セイヨウミツバチの商

業系統では感染率は高いものの影響はいずれも

小さく（Rinderereet al., 2013），また亜種聞の

感受性差よりも，蜂群間差の方が大きいとされ

ている（Fontbonneet al., 2013). 

家畜の衛生管理では，疾病への抵抗性は重要

な課題と考えられ，一般的に抵抗性系統の選

抜が行われる．ミツバチにおいてもアメリカ

腐姐病（Spivakand Reuter., 2001; Genersch et 

al., 2005）やパロア病（Rindereret al., 2001; 

Ibrahim et al., 2007）などの抵抗性系統の選抜・

作出は試みられ， Nceranaeについても抵抗

性選抜の意義は指摘されている（Fontbonneet 

al., 2013）.しかしミツバチの女王蜂が多国交

尾をして蜂群の遺伝的多様度を高めることで得

ている利益の優先度が高いことから生物学的に

は評価しにくく，また疾病抵抗性などの特定の

形質の固定は技術的にも困難を極めている．

日本におけるノゼマ

日本においては， 1954年に「『ビキニの死

の灰』によって起きた」と騒がれた東海地方に

広範囲に見られた蜂群の「蜂減り」現象がノゼ

マ病であった可能性が指摘されている（渡辺・

渡辺， 1974). 1958年にはノゼマ病の確定診

断報告があり（北岡， 1958），また 1998年以降，
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少数ながら発生が届けられている（図 1).

2000年には静岡県でノゼマ病とサックブル

ード様疾病混合感染が報告されている（田中，

2000）.この事例では下痢などの従来型のノゼ

マ病の病徴がなかったことが特筆されており，

また光学顕微鏡による診断で、あったため，実際

にはNceranae感染であった可能性もある．

2008年に茨城県で飼育中のニホンミツバチ

12検体から検出されたノゼマは， N apisが

25 % , N ceranaeが75%で，同時期に調べら

れた中国や台湾のトウヨウミツバチに感染し

ていた 2種のノゼマの検出比率と類似の傾向

になっている（Chenet al., 2009）.また 2009

年夏には， 18県25群から集めた 336検体の

セイヨウミツバチが調べられ， 3県（三重，広

島，佐賀）の 5群7検体から， N ceranaeの

みが検出され，日本のセイヨウミツバチではノ

ゼマの寄主転換が進み， N ceranaeが優占種に

なりつつあることが示された（Yoshiyamaand 

Kimura, 2011）.ただ，検体採取時期が夏であ

ったことから， N apisの感染率が低かった可

能性も考察されている．

また遺伝子解析の結果から少なくとも 2系

統のN ceranaeが存在しており，それらは台

湾で単離されたものと，オーストラリアおよ

びアメリカで単離されたものとそれぞれ塩基

配列が相同であった（Yoshiyamaand Kimura, 

2011）.このことはN ceranaθが異なる地域

から複数回にわたって日本に侵入した可能性

を意味する．日本が大量に輸入しているロー

ヤルゼリーや花粉，ハチミツなどの生産物か

らもN ceranaeは検出されており（CoxFoster 

et al., 2007; Higes et al., 2008; Giersch et al., 

2009），これらが感染源となったかも知れない．

一方で，ニホンミツバチに低頻度で感染して

いる N ceranaeが寄主転換によってセイヨウ

ミツバチに感染する経路も存在しうる（Yoshi

yama and Kimura, 2011）.その場合，日本

ではセイヨウミツバチが長期にわたってN

ceranaθに接触していたことになるが，これま

でのところ重症症状の発生の報告はない．

その点でノゼマ病防除の緊急性は現状では低

いといえる．防除が必要な場合，日本では，動物

医薬品として国内登録されたフマギリン製剤はな

いが，巣板の更新や電解水（特定農薬指定）を用

いた消毒には一定の効果はあるだろう．

ノゼマ病は外見的標徴での診断が難しく，飼育

者がノゼマ病の感染を把握することはほぼ不可能

である．まだ浸潤が深刻なレベルでないとすれば，

移動養蜂が重要な位置づけを持つ日本の養蜂様式

では，今後，ノゼマ病が加速度的に拡散する可能

性も高い．そのような状況では，ニホンミツバチ

を含めた継続的な浸潤調査が持つ意義は実際に大

きいと思われる．現行の定期的な蜂病検査は主と

して腐姐病蔓延防止を念頭に行われていることも

あり，蜂群に異常を感じた飼育者は，自ら近隣の

家畜保健衛生所や研究機関に相談することを勧め

ておきたい．

（中村佳子：〒 252-0132神奈川県相模原市緑区橋本台
3-7-11一般財団法人生物科学安全研究所；中村純：〒
194 8610東京都町田市玉川学園 6-1-1玉川大学ミツ
バチ科学研究センター）
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