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人工生産アユ数系統の冷水病感受性について

永井崇裕

Susceptibility to FlavobαcteriumρsychroPhilum in several hatcherγstocks of ayu Plecoglossus altivelis 

T心王ahiroNAGAI 

アユ Plecoglossusaltivelisの冷水病は Flavobacterium

psychrophilumを原因とする細菌感染症で，1987年に徳

島県の養殖場のアユ稚魚、において初めて確認されて以

来1) 全国各地で発生が見られるようになった。この疾

病は養殖場のみならず河川のアユにも蔓延し，河川漁業

に深刻な影響を与えている九 広島県では，1993年に西

城川のアユおよびオイカワ Zaccoplat'j，仰sで発生した こ

とが初めて確認されへ それ以降多くの河川で毎年アユ

において発生している。養殖場においては，スルフイソ

ゾールの経口投与や加温治療，または両者の併用による

治療が行われその有効性が示されているカ判，河川では

これらの方法を用いることは不可能で、ある。これらの方

法に替わるものとしてワクチンの開発が国，関係県およ

び大学等で行われている。これまでオイルアジュパン

ト5)や水溶性アジュパン ト6.7)をホルマ リン死菌に混合

した注射ワクチンや，ホルマ リン死菌を用いた経口ワク

チン8)の有効性が報告されているが，これらのワクチン

が市販されるまでには至っていない。

筆者らは，広島県で生産されていた親魚の由来が異な

る人工アユ 3系統 (海産交配系，湖産交配系および累代

系)の冷水病感受性を感染実験によ って比較した結果，

海産アユに由来する海産交配系の死亡率が他の2系統と

比較して大幅に低いことを明らかにした910 県内では，

これら 3系統のアユ以外にも種々の系統のアユが生産さ

れていることから，本研究では海産アユに由来する黒瀬

川系， 黒瀬高津川系および神通木曽川系アユについて冷

水病感染実験を行ってその感受性を検討 した。

材料と方法

供試魚 実験には広島県で人工生産されているアユ 5系

統 (表 1)を用いた。累代系は， 1970年代初頭に太田川

で捕獲されたアユを親として作られた系統で，これまで

継代飼育されていた。海産交配系は1997年に累代系のメ

スに鹿児島県産の海産アユのオスを交配させ作られた系

統で，以後3年間連続して鹿児島県産の海産オスを交配

させた後，継代飼育されていた。黒瀬川系は2001年に黒

瀬川 (呉市)で捕獲されたアユを親にして作られた系統

で，以後毎年黒瀬川で捕獲されたオスを交配させてい

た。なお，黒瀬川系の生産は後述の黒瀬高津川系が作出

されたため2004年で中止された。黒瀬高津川系は， 2004 

年に黒瀬川系のメスに高津川 (島根県)で捕獲されたオ

スを交配させて作られた。神通木曽川系は揖保川漁業協

同組合 (兵庫県)によって作出されたアユで，神通川

(富山県)系のオスと木曽川 (岐阜県)系のメスを交配

させて作られており ，2004年に受精卵が広島県に移入さ

れた。これらのアユは社団法人広島県栽培漁業協会によ

って生産され，水産海洋技術センターに輸送し淡水馴致

してから実験に用いた。実験に供する前にこれらのアユ

に冷水病の発生や F.psychrophilumの保菌は確認されな

かった。

表 1 実験に用いたアユ系統

系統 由 来

累代系
海産交 配系
黒 瀬 川 系
黒瀬高津川系
神通木曽川系

太田川捕獲アユ
累代系と鹿児島県産海産アユの交配

黒瀬川捕獲アユ
黒瀬川系と高津川捕獲アユの交配
神通川系と木曽川系アユの交配

自然感染実験(野外実験) 河川水を用いてアユを飼育

し冷水病を発病させる自然感染実験を2002年，2003年お

よび2005年に行った。2002年および2003年には内水面実

験地 (庄原市)において実験を行い，供試魚、として累代

系 (F28，29)および黒瀬川系 (F1， 2)を用いた。

2005年には県内の養殖場において実験を行い，供試魚と

して累代系 (F31)，海産交配系 (F7)および神通木曽
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川系 (F1 )を用いた。実験開始時の平均体重，水槽へ

の収容尾数および収容密度は表2に示した。

内水面実験地での実験では， 2002年は 4月12日に2003

年は 4月15日に コンクリー ト製円形水槽(直径6.4m)

にそれぞれの系統毎にアユを収容し，西城川から取水し

た河川水を用いての飼育を行った。試験期間中は市販の

配合飼料を適量給餌して飼育するとともに，冷水病発生

時には死亡魚を取り 上げ計数した後，後述する方法によ

り死因の確認をした。また， 2005年の実験では 5月11日

に養殖場に供試魚、を運搬した後，水内JIIから取水した河

川水を用いての飼育を行った。イ共試魚は系統が判別でき

るように鰭切除標識を行った後 コンクリート製角形水

槽 (3x 4 m)で混養した。飼育方法については2002年

および2003年の実験と同様で、あった。

同居感染実験(室内実験) 累 代 系 (F29)および黒瀬

川系 (F2)を用いた実験 1と，累代系 (F31)，海産交

配系 (F7)，黒瀬高津川系 (F1 )お よび神通木曽川系

(F 1 )を用いた実験2および実験3を行い， 実験2およ

び実験3では同様の試験区を 2区設定し実験を行った。

冷水病の発病を確認し-80"Cで冷凍保存していたアユ

( 1O~20g) を感染源として用い，各系統のアユを収容

した300L水槽に感染源のアユ (5~ 6尾)を24時間投

入してから，紫外線処理脱塩素水道水を用い流水飼育し

冷水病による死亡を観察した。実験 lでは14日間の観察

を行い飼育期間中の水温は17.8"Cから19.5"Cで，実験2

では21日間の観察を行い水温は14.9"Cから15.7"Cで，ま

た実験3では20日間の観察を行い水温は15.9"Cから

16.9"Cであった。なお，用いたアユの平均体重や供試尾

数は表3に示した。

表2 冷水病自然感染実験

実験年 場 所

2∞2年 内水面実験地

2003年 内水面実験地

2∞5年 県内の養殖場

系統

累代系
(回8)

黒瀬 川 系
(F 1) 

累代系
(四9)

黒瀬 川 系
(F2 ) 

累代系
(F31) 

海産交配系

(F7) 
神通木曽川系

(F 1) 

. .累代系の死亡率と有意な差

注射感染実験(室内実験) 累代系(F31)，海産交配

系 (F7)，黒瀬高津川系 (F1 )および神通木曽川系

(F 1)を用いた実験 1と，海産交配系 (F7)および

黒瀬高津川系 (F1)を用いた実験2を行った。

実験には，2002年に広島県内で採取した冷水病のアユ

から分離された F.psychrophilum PH -0215株を用いた。

改変サイトファーガ培地10)を用い18"Cで24時間培養し

た PH-0215株を， 1 mg/mLとなるように生理食塩水で、

調整し，適宜希釈を行いアユの腹腔内にO.lmL接種し

た。接種後のアユは300L水槽に収容し，紫外線処理脱

塩素水道水を用いて流水飼育し冷水病による死亡を観察

した。実験 lでは13日間の観察を行い飼育期間中の水温

は16.9"Cから18.0"Cであり，実験2では11日間の観察を

行い水温は19.0"Cから19.3"Cであった。なお 1尾当た

りの接種菌数や用いたアユの平均体重，供試尾数は表4

に示した。

死因の確認および死亡率の比較 自然感染実験および同

居感染実験の死因については，死亡 した魚の症状の観察

を行うとともに，一部は体表患部や腎臓の塗抹試料の間

接蛍光抗体法を行い F.向:ychrophilum抗原の有無を確認

した。一次抗体として抗 F.psychrophilum PH -9304ウサ

ギ血清3)をリン酸緩衝生理食塩水で100倍に希釈したも

のを， 二次抗体として FITC標識ウサギ IgGヤギ血清

(生化学工業)を リン酸緩衝生理食塩水で500倍に希釈

したものを用いた。また， 注射感染実験の死因について

は，腎臓から改変サイトファーガ培地を用いて F.

psychroPhilumを再分離して確認した。

各系統の死亡率の差の検討は， Fisherの直接確率計

数法により行い P<0.05を有意な差と見なした。

実 験 開 始 時 終了時

平均体重

g 
収容尾数

収容密度 死亡率
kg/m3 % 

6.0 1，750 0.351 66.2 

3.4 3，060 0.346 65.4 

5.1 2，500 0.425 95.0 

3.0 2，600 0.260 78. 7 

7.2 2∞ 73.0 

7.4 200 O. 723 49.0本

7.1 200 39.2' 
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結 果

自然感染実験 2002年の実験の死亡経過を図 lに示し

た。黒瀬川系では 5月中旬から冷水病による死亡が増え

始め，累代系では 5月下旬から冷水病による死亡が急増

した。両系統とも 6月中旬までに大量死は終息し 7月

上旬には冷水病の発生が見られなくなった。表 2に示す

ように累積死亡率は累代系が66.2%，黒瀬川系が65.4%

であり，冷水病発生時の水温は15.5'Cから20.7'Cであっ

た。

2003年の実験の死亡経過を図 2に示した。黒瀬川系で、

は5月中旬から冷水病による死亡が増え始め，累代系で

は6月初旬から冷水病による死亡が増加した。両系統と

も6月下旬までに大量死は終息し 7月上旬には冷水病
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図 1 河川水を用いた冷水病自然感染実験

(2002年，内水面実験地)

表3 冷水病死亡魚との同居感染実験
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-0-黒瀬川系(F2)

図 2 河川水を用いた冷水病自然感染実験

(2003年，内水面実験地)

80 

70 

20 
ーか海産交配系(F7)

10 
--Dー神通木曽川系

0 

5月16日 5月30日 6月13日 6月27日 7月11日

図 3 河川水を用いた冷水病自然感染実験

(2005年，県内の養殖場)

平均体重 g 供試尾数 死亡尾数 死亡率%

実験l判
累 代 系 5.7 30 29 96.7 
黒瀬 川系 4.8 30 30 100 

累 1"t 系 3.3 30 27 90.0 
試験区 I 海産交配系 2.4 30 3.3・3

実験2叫
神通木曽川系 3.1 30 5 16.7*3 

ーーーーーーー，ーーー---------ー-.---ー・ーー，ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー--ーーーーーー・・・・・・・ーーーーー-------------ーーーーーーーーー

累 代 系 2.9 30 25 83.3 
試験区 2 海産交配系 2. 7 30 l 3.3・3

神通木曽川系 2.8 30 3 10.0・3
累 代 系 5.1 30 24 80.0 

試験区 l
海産交配系 3.8 30 2 6. 7叫

神通木曽川系 4.6 30 l 3.3吋

実験3叫
黒瀬高津川系 2. 7 30 7 23.3・3

ーー・_..ーー・・・・ーーーーーーー ーーーーーー・ ・"----ーー ーーーーーーー ・ーーーーーー ーーーーーー・ ・ー・・-----------・・・ ・・・・・ーー・・・・・ ・p・p・._-ーーーーー--ー，ーーーーーー ーー

累 代 系 5.1 30 23 76. 7 

試験区 2
海産交配系 3. 7 30 2 6. 7・3
神通木曽川系 4.9 30 3 10.0*3 
黒瀬高津川系 2.8 30 2 6. 7・3

ホ J.累代系 (F29)，黒瀬川系 (F2) 
事 2.累代系 (F31)，海産交自己系 (F7)，神通木曽川系 (F1)，黒瀬高津川系 (F1) 
叫:累代系の死亡率と有意な差
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表 4 F. psychrophilum PH・0215株を用いた注射感染実験

実験 系統制 接種菌数叫 平均体重 g 共試尾数 死亡尾数 死亡率%

累代系 5.2 30 23 76.7 
海産交配系 5.4 30 12 40.0叫

実験:== __ ~-+.~.~， ::' 7.0 
黒i瀬高津川系 3.2 30 13 43.4叫
神通木曽川系 5. 1 30 14 46.7叫

海産交配系 11.8 20 9 45.0 
7.8 

黒瀬高津川系 8.2 20 11 55.0 
実験2

海産交配系 11.8 20 3 15.0 
6.8 

黒瀬高津川系 8.2 20 3 15.0 

判:累代系 (F31)，海産交配系 (F7)，黒瀬高津川系 (F1)，神通木曽川系 (F1) 
叫:logCFU/fish 
事3.累代系の死亡率と有意な差

の発生が見られなくなった。表2に示すように累積死亡

率は累代系が95.0%，黒瀬川系が78.7%であり，冷水病

発生時の水温は13.2"Cから20.3"Cであった。

2005年の実験の死亡経過を図 3に示した。累代系では

5月中旬から冷水病による死亡が増え始め，海産交配系

および木曽神通川系では 5月下旬から冷水病による死亡

が増加し 6月下旬まで冷水病による死亡が続いた。表

2に示すように累積死亡率は累代系が73.0%，海産交配

系が49.0%，神通木曽川系が39.2%であり，海産交配系

および神通木曽川系の死亡率は累代系よりも有意に低か

った。なお，実験期間中の死亡魚に冷水病の症状の他に

ミズカピ病の症状も多数確認されたが，冷水病が主な死

因であると判断し冷水病の死亡率に含めた。冷水病発生

時の水温は12.4"cから21.6"Cであった。

同居感染実験 何れの実験でも，実験を始めて 7日目前

後から冷水病による死亡が発生し始めた。観察期間終了

時の死亡率を表3に示した。実験 lでは累代系と黒瀬川

系の死亡率は同程度であった。また，実験2および3で

は何れの試験区でも海産交配系，神通木曽川系および黒

瀬高津川系の死亡率は累代系よりも有意に低かった。

注射感染実験 F.psychroPhilumを接種したアユは 1日

から 3日後に死亡し始めた。観察期間終了時の死亡率を

表4に示した。実験 lでは，海産交配系，黒瀬高津川系

および神通木曽川系の死亡率は累代系よりも有意に低か

った。また，実験2では海産交配系と黒瀬高津川系の死

亡率は同程度であった。

考 察

広島県では，親魚、の由来が異なる複数系統の人工生産

アユが河川放流されており，これまで累代系，海産交配

系および湖産交配系の冷水病感受性の比較を行った結

果，海産アユに由来する海産交配系の冷水病感受性が他

の2系統と比較すると大幅に低く，海産交配系は冷水病

に対する耐病性を有することが明らかにされている9)。

このことから，冷水病耐病性を有する海産交配系を養殖

や河川放流に用いることで冷水病被害が軽減できる可能

性が示され，感受'性の高かった湖産交配系の生産は中止

され海産交配系の生産割合が増加する傾向にある。県内

では，これらのアユの他にも海産アユに由来する黒瀬川

系，黒瀬高津川系および神通木曽川系が生産され河川放

流されていたことから，これらのアユに関しでも冷水病

感受'性の検討を行った。

2002年と2003年に行った自然、感染実験の結果，累代系

と黒瀬川系の冷水病による死亡率は65.4%から95.0%で

あった。2002年と2003年に同様の自然感染実験を海産交

配系を用いて行ったところ死亡率は5.3%から26.1%9) 

で，累代系や黒瀬川系の死亡率と比較すると明らかに低

かった。このことから，黒瀬川系は累代系と同程度の高

い冷水病感受性を持つものと考えられた。この黒瀬川系

に高津川のアユを交配させた黒瀬高津川系と新たに導入

された神通木曽川系を用いて感染実験を行った結果，両

系統とも海産交配系と同様に死亡率は低く，海産交配系

と同じように冷水病耐病性を有するものと考えられた。

黒瀬川系は冷水病耐病性を高津川のアユから獲得したも

のと考えられ，高津川のアユの冷水病感受性に関しても

今後検討する必要があると考えられた。また，冷水病耐

病性系統と考えられる海産交配系，黒瀬高津川系および

神通木曽川系の問に，明確な感受性の差は確認されなか

った。一方，岡山県で生産されている木曽川由来の系統

は累代系よりも冷水病感受性が低かったことが報告され

ておりへ今回用いた木曽川由来の神通木曽川系の冷水

病感受性が低かった結果と一致した。このように海産ア

ホ増成伸文・難波洋平-植木範行 (2003):親魚、が異なる人工生産アユにおける冷水病に対する感受性の差.平成15年度目本水産学

会中国四国支部大会講演要旨集.
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ユに由来する人工生産アユの冷水病感受性は全体的に低

い傾向が見られるが，海産アユのーっと考えられる黒瀬

川系の感受性が高かったことから，全ての海産アユが冷

水病耐病性を有しているわけでないことも明らかとなっ

守、
， ~ 。

最近，ニジマスの伝染性造血器壊死症 (IHN)耐病性

に関連する染色体領域の一部分が，マイクロサテライト

(MS)マーカーを用いた連鎖解析により同定されてい

るl九 アユの冷水病においても，耐病性と関連した MS

マーカーの開発を行うとともに，感受性系統と耐病性系

統の冷水病に対する生体防御能の違いについても検討す

る必要がある。
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