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ABSTRACT -We evaluated the prevalence of the akoya oyster disease (AOD) in Japan and the patho-

genicity of the unidentified causative agent. We obtained naive Japanese pearl oysters Pinctada fucata 

martensii from a site with no history of AOD. In separate experiments， the oysters were either chal-

lenged by intramuscular injection with the hemolymph of infected oysters or reared in several major pearl 

oyster farms throughout Japan. Both groups of oysters experienced high mortality and exhibited discol-

oration of the adductor muscle and histopathological changes characterizing AOD. Our data suggest 

that AOD is prevalent in pearl oyster culture fields throughout Japan and that the causative pathogen 

remains highly pathogenic to P fucata martensii. When groups of oysters produced by repeated selec-

tive breeding against AOD were reared in different pearl oyster fields alongside uninfected naive oysters， 

the selectively bred oysters had significantly lower mortality than naive oysters. The recent decline in 

outbreaks of AOD can be attributed， in part， to the introduction of selectively bred oysters that are resis-

tant to this disease 

Key words: Pinctada fucata martensii， Japanese pearl oyster， akoya oyster disease， mass mortality， 

discoloration， histopathological change 
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アコヤガイ赤変病は. 1994年頃から発生し. 1996年以

降は顕在化して西日本各地の真珠貝養殖場で、産業上深刻

な被害をもたらした(日高ら. 1999;黒)11ら. 1999;森

実ら. 2001) 0 黒川ら (1999) は，本病の，罷病貝に最も

普遍的にみられる病変は，外套膜結合組織において，エ

オシンによく染まる繊維成分の多い結合組織の発達や多

数の血球等の浸潤で、あることを報告している。また，病

貝の外套膜細片(ピース)を健常貝に移植する実験およ

び病貝と健常貝の同居飼育による実験の結果に基づいて，

アコヤガイ赤変病が感染症に因るものであることを強く

示唆した。また，森実ら (2002)は病貝の血リンパろ液

を健常貝に接種して病兆の再現がなされたことから，本

病病原体はj慮過性病原体であることを示唆した。さらに，

Nakayasu et al. (2004) は，健常貝に病貝の各組織の細

片を移植または磨砕液を接種することにより，病原体が

強い局在性を示し外套膜に特に集約されていることを

確認した。本病の病原体については. Miyazaki et al 

( 1999) によって小型の球形ウイルス(アコヤウイルスと

命名)が提唱されているが，異論もあり，特定には至っ

ていない(室賀ら. 1999;反町. 2000) 0 

一方，本病の被害を軽減させる対策として，冬季に

130C以下の水温で、約 2か月間飼育すること(愛媛県水産

試験場. 1999*1;林ら. 2000*2;深 irtiら. 2002、"3). 

160C以下で積算水温2500C. dayの低水晶飼育をおこな

うこと(永井ら. 2004). あるいは130C以下で積算水温

約1000C. dayの低水j晶飼育をおこなうこと(岩永ら，

2008b)等の冬季の低水温飼育が実施されている。

さらに，福岡県相島等のごく一部の漁場を除く全|玉|の

真珠養殖産地で，アコヤガイ赤変病対策として，養殖貝

の大半に人工採百rtが使用されている(中本ら. 2010; 

筆者私信)。この人工採苗貝には，国，県，企業の研究機

関および漁協等により選抜された，アコヤガイ赤変病に

抵抗性のあるとされる貝や(内村ら. 2001 ;西川ら，

2001 ;松本ら. 2002;林ら. 2004;東馬場ら. 2006*4; 

岡本ら;2006a. 2006b;岩永ら. 2008a). 中国貝と国

産貝との交雑貝が一般的に使用されている(植村ら，

2008)。

:::1愛媛県水産試験場 (1999):赤変アコヤガイの低水温処理実
験.平成10年度真珠養殖業全同推進検討会報告書(平成11年
3月). 17-20 

*2林 政博・青木秀夫 (2000) 真珠関係漁場等緊急調査一 I低
水温処理による感染症の治癒効果に関する調貸 平成11年度
三重県科学技術振興センター水産技術センタ一事業報告
15-17. 

，，3深浦雄一・糸山力男・北野 健・倉田清典・中野平二 (2002): 
冬季低水漏漁場を用いた赤変を伴うアコヤガイ大量へい死対策
について 熊本県水産研究センター研究報告. 5. 35-38 

:::4束馬場)(・徳光俊二・尾上静正 (2006):真珠養殖業再生推進

事業 平成16年度大分県海洋水産研究センタ一事業報告
82-85 

一方，低水温飼育による軽減策を講じなくとも，アコ

ヤガイ赤変病の症状や大量死の被害が近年は顕著に見ら

れなくなった(植村ら. 2008) 0 この被害軽減について

は，実際に病原体が少なくなったり，病原性が弱まった

のか，その他の原因によるものなのか明らかでない。そ

こで本報では，アコヤガイ赤変病が一度も確認されてお

らず，本疾病に高い感受性を有すると考えられる石川県

産の天然アコヤガイに，病貝の血リンパ上清を接種して

本疾病の再現を試みるとともに，同ロットの健常貝を

2007年には三重県，愛媛県および長崎県の 3か所. 2008 

年には大分県の漁場に垂 Fし死亡率や病理組織学的な

調査を行い，本疾病の発生状況を調査した。さらに，三

重県と愛媛県の同漁場には，現在アコヤガイ赤変病に対

し耐性を示すとして選抜され，普及が進められている貝

を同様に垂下して，天然貝と比較した。

人為感染試験

試験貝

材料および方法

病貝として，明瞭な軟体部の赤変化が見られ，外套膜

および閑殻筋組織にアコヤガイ赤変病に特徴的な.繊維

成分の多い結合組織等の異常が確認される愛媛県産養殖

アコヤガイの 2歳貝 (3年貝 平均重量約 90g) を用い

た。 健常只として，これまでにアコヤガイ赤変病の発生

が見られておらず，これまでも感染実験のための健常貝

として使用されていた(黒川ら. 1999;青木ら. 2001 ; 

内村ら. 2001 ;森実ら. 2002; Nakayasu et al.， 2004). 

石川県能登産の天然アコヤガイ(平均重量約 50g) を用

いた。

実験感染

健常貝および病貝各 3個体の閉殻筋から注射器を用い

て採取した血リンパ液をそれぞれ混合し遠心分離

(5000 x g， 5 min， 40C) して得られたヒ清を接種液とし

た。各区とも健常貝15個を0.5%の 2-フエノキシエタ

ノールを添加した海水中で麻酔し閉殻筋に接種液を

0.1 mL/個体ずつ接種した。接種した貝は. (独)水産総

合研究センター増養殖研究所南勢庁舎の屋内実験施設に

設置した 60L水槽に収容し紫外線照射海水(J](iFnt

23:!: 10C) を，換水率が450%/dayとなるよう注水しな

がら飼育した。実験は2007年と2008年に一回ずつ行い，

2007年は180日間. 2008年は200日間飼育した。餌料と

して，塩素消毒処理 (100ppm. 48 h) し曝気して塩

素を除去した海水で、培養した浮遊珪藻 Chaetoceros 

spp.を1日2回，週に 5日間適量与えた。飼育期間終了

時に，両試験区から無作為に 3個体を採取し閉殻筋の

色調判定および外套膜の病理組織観察をおこなった。間

殻筋の色調判定は，色彩色差計 CR-300 (コニカミノル

タ)を用いて a値を測定し (Nakayasuet al.， 2004). a 
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値が 3以上のものを赤変化個体と判定した(森実ら，

2001 )。病理組織観察では，外套膜の一部をダビットソン

氏液で固定後，定法に従いパラフイン包埋し 4μm厚の

切片を作成して，ヘマトキシリン・エオシン染色を施し

たのち光学顕微鏡下で観察した。また，死亡率の統計処

理には Fisherの直接確率検定法を用いた。

垂下調査

供試貝および垂下方法

2007年の感染試験と同ロットの石川県産天然貝を三重

県，愛媛県および長崎県の海域に垂下し 2008年の感染

試験と同ロットの石川県産天然貝を大分県の海域に垂下

した (Fig.1)0 各地における観察期間と当初の収容個数

は，三重県では2007年 5~9 月に志摩市英虞湾寝屋浦漁

場に200個(死亡率測定用100個，サンプリング用100個，

以下同順).愛媛県では2007年 5~10月に宇和島市 I~波

の県水産研究センタ一地先に240佃 (195. 45). 長崎県

では2007年 6~10月に対馬市嵯峨に100個 (50. 50). 

佐世保市浅子町地先に100個 (50. 50). 2007年 5~10 

月に長崎市多以良町の県総合水産試験場地先に100個

(50. 50). 大分県では2008年 5~11 月に佐伯市蒲江森崎

浦地先にサンプリング用100個とした。さらに，三重県及

び愛媛県においては，それぞれの県でアコヤガイ赤変病

に抵抗性を示すとして選抜育種され，普及を進めている

只(以下，選抜貝)を前述と同じ漁場にそれぞれ垂下し

た。選抜貝の当初の収容個数は，三重県では平均重量

46.4 9の2005年生産貝を200個 (100. 100). 愛媛県で

は平均重量 29.09の2006年生産貝を150個 (100. 50) 

とした。いずれの定点もアコヤガイ飼育用ポケットネッ

トに貝を収容して水深 1.5~2 mに垂下し 2m層の水温

をメモリ一式水温計で毎日観測した。

感染の有無の確認

石川県産天然貝の累積死亡率，間殻筋の赤変度，病理

組織観察および選抜貝の累積死亡率，閉殻筋の赤変度を

垂下試験終了時に調査した。なお，大分県で累積死亡率

を求めず，長崎県で病理組織観察を実施しなかった。閉

殻筋の色調は，無作為に 5個体または10個体を採取し

三重県および大分県では色彩色差計 CR-300. 愛媛県およ

び長崎県ではカラーリーダー CR-13 (コニカミノルタ)

を用いて調べた。三重県，愛媛県ーおよび長崎県では，閉

殻筋をアコヤガイから切り出し，標準白板を下において，

閉殻筋に上から測定器をあてて a値を測定し. a値が 3

以ヒのものを赤変化個体と判定した(森実ら. 2001) 0大

分県では，閉殻筋をアコヤガイの片殻につけたままjてか

ら測色計を閉殻筋にあてて a値を測定し a値がOより

大きいものを赤変化個体と判定した(東馬場ら，

2009日)0なお，三重県では. 9 月に石川県産天然!~lが全

数死亡したため，天然只，選抜貝ともに 8月の測定値か

ら赤変化個体の判定をおこなった。病理組織観察および

死亡率の統計処理は人為感染試験と同様におこなった。

Fig. 1. Experimental stations of the field investigation. Shima city in Mie Prefecture. Uw句imacity in Ehime Prefecture. Tsushima. 

Sasebo. and Nagasaki city in Nagasaki Prefecture. where the field investigation was carried out in 2007 and Saiki city at Oita 

Prefecture. where the field investigation was carried out in 2008 

，.5束馬場大・森 京子・尾ヒ静正 (2009):真珠養殖業再生推進
事業 平成19年度大分県農林水産研究センター水産試験場事
業報告. 20-23. 



104 小田原和151::. 111下浩史・凶根謙一・青木秀夫・森 京子・岩tk俊介・ "1"易千早・伊東174史・栗凹 i同・飯田賀;次

車吉 果

人為感染試験

感染試験結果を Table1に示した。累積死亡率は，

2007. 2008年ともに病貝血リンパ液接種区で有意 (p< 

0.01) に高かったc また病貝血リンパi夜を接種した全個

体の閉殻筋で赤変化が確認されたが，健常貝血リンパ液

接種区ではまったく確認されなかった。病理組織観察で

は，病貝lIllリンパ液接種区の全個体で¥エオシン好染の

繊占i主成分の多い結合組織や，浸潤してきたと思われる多

数の血球が観察されるなどの外套膜結合組織の病変が確

認されたが，健常貝血リンパ液接種区ではこれらの異常

は観察されなかった (Fig.2) 0 

Table 1. Cumulative mortality， discoloration 01 the adductor muscle and histopathological change 01 mantle art巴rial01 pearl oysters 

in challenge test 

The inoculum Irom 

2007 

Hemolymph lrom 

2008 

Hemolymph Irom 

Cumulative mortality (%) 

Diseased oysters 

73.3泊

Healthy oysters 

20.0 

Diseased oysters 

80目0':'3

Healthy oysters 

13.3 

Discoloration 01 the adductor muscle':'1 

Histopathological change':'2 

3/3 

3/3 

0/3 3/3 

0/3 3/3 

Hemolymph Irom diseased or healthy oysters was injected in the adductor muscle 01 healthy oysters 

"1 Number 01 oysters exhibited reddish-brown discoloration (a-value ~ 3) 01 the adductor muscle / examined 

岨 Number01 oysters abnormal/examined 

3 P < 0.01 at Fisher's exact test (n = 15) 

/ 
A 

b- 、九
n 

.r:Jで
、':"[~\

園周圃圃圃幽幽圃幽

B 

b-

、、
n 

0/3 

0/3 

Fig. 2. Histopathology in the mantle 01 healthy and diseased pearl oysters. A: Healthy pearl oyster derived Irom Noto， Ishikawa Pre悶

lecture， which was used as donor lor control and recipient 01 challenges. B: Pearl oyster injected with the supematant 01 dis-

eased pearl oyster hemolymph showing inliltration 01 numerous hematocytes and collapse 01 blood vess巴1wall. b， blood ves-

sel; n， neural tube. Bar = 200μm 

Table 2. Cumulative mortality， discoloration 01 the adductor muscle and histopathological change 01 the mantle arteria in naive and 

selectively bred oysters reared in Japanese pearl oyster culture lields at different locations 

Location"'1 
Mie Prel. Ehime Prel Nagasaki Prel Oita Prel 

Shima Uwajima Tsushima Sasebo Nagasaki Saiki 

Types 01 oysters 
nalve selectively nalve selectivelY nalve nalve nalve nalve 

oysters bred oysters oysters bred oysters oysters oysters oysters oysters 

Cumulative 
98.0 11.0 75.9 2.0 42.0 90.0 2.0 NT"，5 

mortality (%) 

Discoloration 01 the 
3/5 3/5 8/10 1/10 4/5 5/5 0/5 3/5 

adductor muscle ‘2 

Histopathological 
3/3 NT"'5 3/3 NT"'5 NTι5 NT':'5 NT':'5 3/3 change，'，3 

Water temp (oC)M 
25.7 24.5 26.1 25.8 25.3 24.0 

(20.2-29.5) (18.3-29.1) (20.8-30.5) (20.8-30.2) (20.0-30.1) (19.3-29.2) 

日 Pearloysters were experimentally reared lrom May to September at Shin日a，Irom May to October at Uw句ima，lrom June to Octo-

ber at Tsushima and Sasebo， and Irom May to October at Nagasaki in 2007 and Irom May to November at Saiki in 2008 

2 Number 01 oysters exhibited r巴ddish-browndiscoloration 01 the adductor muscle/巴xamined.

3 No. 01 oysters abnormal/examined 

4 Mean 01 daily measurement (minimum-maximum) 

5 not tested 
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垂下調査

垂下調査の結果を Table2に示した。石川県産天然只

の累積死亡率は，三重県志摩市で98目0%. 愛媛県宇和島

市で75目9%と高い値を示した。長崎県では垂下場所に

よって大きく異なり，長崎市の県総合水産試験場地先で

は2.0%だ、ったのに対し佐世保市および対馬市ではそれ

ぞれ90.0%および42.0%を示した。選抜貝の累積死亡率

は三重県志摩市で11.0%.愛媛県宇和島市で'2.0%となっ

た。天然貝の死亡率との有意差検定を調査地点毎におこ

なったところ.両地点とも選抜只が有意に (p< 0目01)低

かった。天然貝の閉殻筋の赤変化は.三重県志摩市で 5

1同体中 3個体，愛媛県宇和島市で10個体11-18倒体，大分

県佐伯市では 5個体中 3個体で確認された。長崎県では。

試験場地先で全く確認されなかったのに対し対馬市で

5 個体r~1 4個体，佐世保市では 51団体全てに雌認された。

選抜貝の閉殻筋の赤変化個体率は，三重県では天然只と

同程度，愛媛県では選抜貝の方が少なかった。天然貝の

病理組織観察では.調査をおこなった 3県で全個体の外

套膜結合組織の病変が確認された。各地点の:;j<.iffiU土.い

ずれも垂|ごを開始した時点が最も低く. 8月に290CiJ上

の最高水温に達した後徐々に低ドした。垂下訴u;合Cr['の平

均水温は，長も低い大分県佐伯市で24.00C. 最も高い長

崎県対馬市で26.10Cであった。

考 察

石川県産天然上lを採取している海域は.他海域からの

アコヤガイの持ち込みはなく.西日本の真珠養殖場でア

コヤガイ赤変病が顕在化してから現在まで¥本地域にお

ける発生は一度も確認されていない。この貝を被験貝と

した人為感染試験において.アコヤガイ赤変病に特徴的

な閉殻筋の赤変化，外套脱結合組織の病変を伴う死亡が

健常貝血リンパ液接種医で、は2007.2008年ともに見られ

ず，病貝 IfJLリンパil副会種区で、明瞭に確認された。また.

試験に使用した石川県能奇産の天然只は，病理組織観察

によって健常であることが確認された。石川県産天然n
を被験只とした同様の感染試験は，森実ら (2002)や

Nakayasu et al. (2004) によって報官されており.今|旦|

の累積死亡率や閉殻筋の赤変化等の結果は既報と同様で

ある。これより本試験で使用した石川県産天然貝は，ア

コヤガイ赤変病に感染しておらず.かっ本疾病に感受性

を示すことが明らかとなった。

垂下調査では.石川県産天然貝の累積死亡率および赤

変化個体数は，三重県志摩市，愛媛県宇和島市および長

崎県佐世保市で高い値を示した。また，それらの地点で

の死亡や赤変化は 8月の水温上a昇期以降に多く観祭され

た。併せて病理組織観察の結果から，アコヤガイ赤変病

が強度に発生したことにより.死亡率が高くなったと考

えられた。青木ら (2001)は. 1998年2月から約 8か月

間，三重県尾鷲市賀田，南島町神前j甫および浜島町英虞

湾に石川県能登産天然見を各70個垂下したところ，累積

死亡率は，それぞ、i1-17%.66%および92%だったと報告

している。本試験での英虞湾指屋浦漁場の累積死亡率は

98.0%であり，英虞湾で、の累積死亡率は1998年と同様に

高い。さらに， 山下・伊東 (2004)*6は. 2004年 5月か

ら約 5か月間.愛媛県宇和島市にある県水産試験場j也先

に，石川県産天然貝を親貝として生産したアコヤガイを

垂下したところ.累積死亡率は50%で閉殻筋の赤変化が

明瞭に確認されたと報告している。本試験の同地点にお

ける累積死亡率は75.9%であり. 2004年と比べて低下し

ていな¥'-'0 これより，以前との正確な比較は困難である

ものの，病原体は継続して存在し.以前と同様の高い病

原性を有していると思われる。

長崎県対馬市では。閉殻筋の赤変化はみられたが，岡

県佐世保市と比べて死亡率は半分程度だった。これは，

青木ら (2001)の報告と同様に，アコヤガイ赤変病は発

生しているが，発生の程度は漁場によって差がみられる

ことを示している。 海水温は対馬巾ーと佐佐保市でほとん

ど差がみられないことから.それ以外の環境要因による

ものと推察される。

一方，長11府県総合水崖試験場地先では.累積死亡率は

2冒0%と低く，同fJ'i没筋の赤変化↑同体は全く確認されなかっ

た。 海水温は同県対馬市や佐 111:保市とほとんど斧はみら

れなかった。当地先は.近隣の真珠養殖場から fi'~~当日間fí

で 15km tl，卜.JiJIi:れており，以前から真珠養殖はおこなわ

れていないが.試験場で保有する貝を周年垂下しており，

その貝にはアコヤガイ赤変病が確認されていた。しかし

2005年から 2年間は只の市:下を全くおこなっていない。

なお，当地先において.天然貝は目視で確認されている。

山下・伊東 (2004)岨および111下 (2004)灯は.真珠l二l

養殖のおこなわれていない愛媛県H振品の隔離漁場で，

石川県産天然只を親貝として生産した只を垂 l、しアコ

ヤガイ亦変病の症状が全く確認されないことを報告して

いる。また. IIIT (2004)*7は. 2004年度から真珠貝養

殖がおこなわれていない.直線距離で 1km程度隔離漁場

から出liれた従来漁場において，石川県産天然只を親貝と

して生産した只を同年 5月から垂下し 9月までアコヤガ

イ赤変病の症状が全く確認されず.その後台風の影響に

よって貝が死亡したことを報告している O 愛媛県日振島

と同係に.長崎県総合水産試験場地先においても.宿主

となるアコヤガイが少なくなったため.当該海域からア

コヤガイ赤変病の病原体が起病しない程度まで少なくなっ

たことにより.赤変病が発症しなかったと考えられた。

な6山下浩史・伊東尚史 (2004)抗体診断法試験愛媛県水法試

験場事業報告平成16年度。 73-74
日 111下i{'f史 (2004)無病貝育成調査。愛媛県水尿試験場事業報

告，平成16年度. 70 
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選抜貝の累積死亡率は，三重県および愛媛県において

石川県産天然貝より有意に低かったことから，選抜貝が

石川県産天然貝よりも本病に抵抗性のあることを示して

いる。これは，中国系の貝を片親とする日中交雑貝の使

用や，アコヤガイの閉殻力，真珠層の分泌能力，および

アコヤガイ赤変病の症状等に着目した親貝の選抜育種に

より，山下 (2006)，室賀 (2007) が示唆するように，

本疾病に対し抗病性の高いアコヤガイが生産されことに

よるものと考えられた。

しかしながら，閉殻筋の赤変化個体数は，三重県では

5個体中 3個体，愛媛県では10個体中 1個体で確認され

たことから，人為的に選抜された貝であっても，依然と

してアコヤガイ赤変病の影響があるものと考えられた。

このことは，海域中のアコヤガイを宿主として，アコヤ

ガイ赤変病の病原体が存在していると考えられることか

ら，本疾病の対策を今後も継続しておこなっていく必要

性がある。

ここで，愛媛県宇和島市下波の県水産研究センタ一地

先(水深5m) における， 1996年以降の低水温負荷値

(L TI，6) ，および190C以|三の水jITLを示した期間の積算水温

値 (AT，9) を Table3に示す。 LTI
'6
およびAT

'9
の計算方

法は永井ら (2004) の方法に基づいた。 1996年から

2000年代前半と比較して，近年の LTI'6が増大する， も

しくは AT'9が減少する傾向は見られなかった。これは，

西日本における他の真珠貝養殖場も同様だと考えられる

ことから，近年におけるアコヤガイ赤変病の被害低減は

海水漏の低下によるものではないと考えられる O

以上のことから，アコヤガイ赤変病は感染症であるこ

と，およびその病原体は，西日本の真珠貝養殖場に一部

を除いて継続して存在し病原性も依然として高いこと

Table 3. The low-water-temperature index (LTI，6) and the 

cumulative-water-temperature index (AT，9) calcu-

lated from the water temperature at Uwajima from 

1996 to 2008 

Year LTI，o".1 
16 AT'9

ト2

1996 134 4，463 

1997 76 4，786 

1998 12 5.154 

1999 23 4，925 

2000 112 4，568 

2001 31 4，858 

2002 52 4，377 

2003 57 4，811 

2004 62 4，618 

2005 147 4，339 

2006 59 5，222 

2007 21 4，497 

2008 69 4，697 

，.1 LTI
'6 

= L (16ーT
n
)， T

n
く 160C

2 AT'9 =工(Tn)，Tn > 190C 

が強く示唆された。また，近年の被害軽減は，選抜貝の

養殖現場での使用が 1つの要因であろうと考えられた。
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アコヤガイ赤変病 (AOD)未発生地域で採取した天然
アコヤガイを， AOD 擢病只の血リンパ液の接麓，または
主要真珠貝養殖場への垂下によって AODに暴露した。い
ずれの場合も供試貝には明瞭な軟体部の赤変化と高い死
亡率が確認され，現在なお AODの病原体は継続して存在
し高い病原性を存していると判断された。本病への耐
病性により選抜育種した個体を養殖場に垂下した場合，
赤変化や死亡はわずかで、あったことから，近年の被害軽
減は選抜アコヤガイの使用が 1つの要国であると考えら
れた。

魚、病研究， 46 (4)， 101-107 (2011) 
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