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魚介類の寄生虫病への対策確立を目指してa

良 永 知 義

東京大学大学説農学生命科学研究科

W orks toward development of countermeasures against fish and shellfish parasitic diseases 

TOMOYOSHI YOSHINAGA 

Graduate School of Agricultural and Life Sciences， The University of Tokyo， 

Bμηkyo， Tokyo 113-8657， }ゆ仰

これまで産業からの研究ニーズに対応する形で様々な

寄生虫について研究を行ってきた。魚介類の寄生虫病の

専門家が少ないこともあり，寄生虫であれば相手を選ば

ず研究してきた感がある。本稿では，これまでの自分自

身の研究の一部を紹介しながら，対策という観点から，

寄生虫病の特徴を概観するとともに，今後の研究の抱負

にも触れる。

1. 環境と寄生虫

「寄生虫は宿主が死亡すると自分も死んでしまうのだ

から，病害伎は低いはず。Jr天然、の魚介類にも寄生して

いて，養殖場のように宿主が過密状態で存在している場

所で大量に増殖する。」この認識は水産研究者からしば

しば開く話で，一般的な認識になっているようだ。

ブリ属の体表に寄生する単生類のハダムシBenedenia

seriolaeや ，海産魚の白点虫でよばれる繊毛虫

CηtocaJyon irritansなどは，天然魚に寄生して見つかる

ことはまれである。天然、海域では感染幼虫が宿主にであ

う確率が低く，これが増殖の律速になっていると考えら

れる。しかし，養殖場のような魚体密度の高い;場所で

は，宿主に出会う確率が天然に比較して格段に高く，寄

生強度も著しく高くなる。

また，中間宿主の有無も寄生に大きな影響を与える。

たとえば，アコヤガイの生殖巣・結合組織に幼虫が寄生

する吸虫Bucephalusvariωsの;場合は，終描主である魚

類マルエパやナガエパがいない水域で養殖されているア

コヤガイには寄生しない。1)

福主が養殖場という環境に置かれたために寄生虫痛の

発生が増大する場合，何らかの方法で寄生虫の感染環を

断つ，あるいは飼育方法の改良により感染幼虫が宿主に

出会う確率を下げることが有効だと考えられる。

先に述べたアコヤガイの吸虫寄生の場合は，アコヤガ

Tel/Fax: 81-3-5841-5284. Email: atyoshi@mail.ecc.u-tokyo.ac.jp 
a受賞題目:天然および養殖魚介類の寄生虫病に関する研究

イの養殖場を移動させることで感染環が断たれ，問題は

生じなくなったとされている。

宿主に出会う確率を下げるためには，それぞれの寄生

虫の養殖場での感染環を定量的に把握し，飼育密度を下

げる，生賓の聞に距離を龍く，感染源になる越年魚と種

宙を湾、を変えて飼育するなどの方法が考えられる。しか

し，実際には，養殖は経済行為であること，また，飼育

形態の変化のためには区画漁業権を執行している養殖漁

家鶴の調整が必要であることなどから，実現していない。

2. 駆虫薬

寄生虫の駆虫薬の開発は容易ではない。体表や紙上に

寄生する虫体に対しては，様々な化学物資による薬浴が

有効であるが，これらの中には安全性の観点から食用魚、

には用いることができないものも多い。1)

細菌病の多くは抗生物質による治療が可能である。し

かし，寄生虫と宿主である魚介類はどちらも真核生物で

あり，その代謝系や生合成系は細菌と魚介類ほどは違わ

ない。このことが，駆虫剤の探索・開発を難しくしてい

る一因となっている。

寄生虫のほとんどが invitr・0で培養ができないという

点も大きな阻害要因である。培養できない寄生虫では，

宿主を使って維持，増殖させた虫体を用いて薬剤jの探索

や評慨をせざるを得ない。また，全ての評価を invivo 

での攻撃試験によって行う必要がある。

学位取得直後に，寄生虫の invitr・o培養法を開発した

いという夢をもった。幸いにして，海産魚の自点虫につ

いて捺養細胞を餌とした培養法を開発できた。3)開発し

た培養法を用いて，様々な抗原虫薬の効果を invitroで

評価し，鶏のコクシジウムの駆虫薬であるイオノフォア

系抗生物賓が有効であることを見出した。その有効性は

ヒラメを用いた invivo試験でも証明された。4)現在，マ
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ダイを対象として，この抗生物鷺による庇点病治療薬開

発を自指して研究を行っている。

3. ワクチン

近年，魚類の細簡病やウイルス病を対称としたワクチ

ンの開発が盛んに行われ，市販されるようになった。寄

生虫に対するワクチンの研究もいろいろされているが，

市販された抗寄生虫ワクチンは存在しない。

寄生虫には宿主の生体防御系令潜り抜けることができ

る種も多く，一般に，寄生虫病では，ウイ jレス病や細菌

病にみられるような宿主による免疫の獲得は弱い。

ハダムシの一種Neoheterobothriumhirameに実験的

に寄生させたヒラメを，淡水浴によって駆虫しふたたび

感染させたところ，寄生強度はコントロールの半分程度

にとどまった。5)また，サケの体表細胞に寄生するべん

毛虫!ctyobodonecatorでは，魚に寄生する虫体数は，一

旦最初増加した後，徐々に減少するということが報告さ

れている。6)

ただし，これらの寄生強度の低下は，免疫の獲得とい

うよりも，寄生によって体表の構造や粘液に変化が起

き，それによって寄生強度が下がったためと考えられ

る。その証拠に，過去にハダムシの寄生を受けたブリで

も繰り返し寄生をうけることができる。7)このような寄

生虫では，ワクチンの開発は非常に困難だと言わざるを

得ない。

細菌やウイルスでは培養によって得た抗原を不活化し

て使用する場合がほとんどである。前述したように寄生

虫の多くは invitro培養系が開発されておらず，ワクチ

ンのための抗原の入手も摺難である。

最近ヒラメに日和見感染的に寄生するスクーチカ繊毛

虫に対するワクチン開発の試みがなされている。8)これ

は，この寄生虫が本来自由生活性で，培地を用いた大量

培養が可能であるためであり，例外的である。

抗原入手の陪題は，将来的には，抗原タンパクを遺伝

子組換体によって大量生産することで克服できるかもし

れない。しかし，宿主の生体防御系を潜り抜ける術を持

つ多くの寄生虫では，ワクチン開発はやはり難しい。

4. 育種

寄生虫には宿主特異性の強い種が多数存在する。特

に，養殖場で大きな被害を生じている単生類などでは，

宿主が閉じ属に属していても種や系群が異なると全く寄

生できない，あるいは寄生強度が著しく低くなる場合が

多い。

たとえば， トラフグのエラムシHeterobothrium
okamotoiはトラフグには寄生するが，クサフグの鰹に

着定した場合はすぐに排除されてしまう。9)また，大西

洋サケの体表に寄生する単生類 Gylodactylussalmonis 
は，バルト海系群の大西洋サケでは大量増殖できない

が，北海系群の大西洋サケでは，大量増殖し，養殖およ

び天然魚群に死亡をもたらす。10)

一方，魚類では，属内であれば交雑可能な種類が多

い。そのため，交雑による耐病家系の作出が有効と考え

られる。現在，東京大学隙麗水産実験所の鈴木譲先生の

グループは，H. okamotoi耐病家系の作出を呂指して，

トラフグとクサフグの交雑家系を用いてた病遺伝子の探

索を行っている。今後，ワクチンや薬剤開発が囲難な寄

生虫に対しては，宿主特異性を利用した脊種は重要な研

究方向になると考える。

5. Integrated Parasite Management (IPM) 

前述したような寄生虫病の特徴は，魚介類だけでな

く，陸上の家畜でも同様である。家斎の寄生虫病でもワ

クチン開発が難しく，また，薬剤耐伎をもっ寄生虫の発

生も多い。そのような背景から，薬剤やワクチンの開発

によって疾病を抑え込むのでなく，利用できるすべての

方策を組み合わせて寄生虫病の発生を経済的に許容でき

る範閤に抑えるという手法が重要と考えられるようなっ

た。これが，総合的寄生虫管理すなわち Integrated

Parasite Managementと呼ばれる考え方であるo

IPMとしては，感染幼虫が宿主に出会う機会を下げ

るため生繁周辺の水通をよくする，中間宿主のいない環

境で飼育するというような方策が考えられる。

最近，私自身もかかわった研究であるが，水産総合研

究センター水産工学研究所高木儀昌室長を中心としたグ

ループが，魚を入れ替えることなく網を乾かすことがで

きる生賛網の開発を行った。この網を用いると，付着し

たハダムシの虫卵を乾燥により殺すことができる。11)

現在，ハダムシ対策としては淡水浴や薬浴が一般的で

あるが，その作業は大きな労力を必要としている。ま

た，魚体への負担も大きい。この新型生賛は淡水浴・薬

浴の回数を減らし，少しでも省力化しようとするもので

ある。この取り組みも， IPMを目指した研究のーっと

伎罷づけられる。

IPMの実施にあたっては，それぞれの寄生虫や養殖

対象種によって，また，養殖場での鯛育方法や周閤の環

境によって管理方法が大きく変わる。対象とする生物と

養殖場の環境について十分な知見を集麗し，それぞれの

養殖場で異なる IPMを構築する必要がある。

6. 天然魚介類の寄生虫病

前述した薬剤，ワクチン，育種， IPMのどれもが散

が立たない対象がある。天然生物の寄生虫病である。

「天然の魚介類にも寄生していて，養殖場のように宿

主が過密状態で存夜してる場所で大量に増殖する。」は

ずの寄生虫が，どうして天然、魚介類で問題になるほど大

発生するのだろうか? 私のこれまでの経験では二つの

要因が大きいと思う。一つは，授入疾病の楢主転換，そ

してもう一つは何らかの環境の変化である。

1990年代半ばに臼本近海に原因不明の貧血ヒラメが

高頻度に発生するようになった。当初はウイルス病であ

ると疑われていたが，その後，私を含む水産庁養殖研究

所を中心としたグループが，エラムシの一種である単生

類Neoheterobothriumhirameの寄生が原困であること

が証明した。12)

さらに，本種がもともとは北米東岸に生息するサザン
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フラウンダーに低い感染強度で感染していたものが，何

らかの経路で日本近海に侵入し，ヒラメに寄生して広が

ったものであることもわかった。一般に，寄生虫は本来

の宿主に対しては病原性が低いが，新しい宿主に出会っ

て宿主転換し，病原性が強く出る場合がある。本寄生虫

の場合も，このようなケースに当てはまる。

2007年以来，東京湾東岸のアサリにカイヤドリウミ

グモが大量発生しアサリの大量死が起きている。13)その

ため，当地でのアサリの生産はほぼ休止状態に焔ってい

る。この寄生虫は臼本国内で過去に大量発生した記録も

あり，海外から侵入した可能性は抵い。何らかの環境変

化がこの大量発生をもたらしたと考えられるが，その詳

細は不明である。

また， 1980年代中ごろから，日本の各地でアサリの

資源量が激減し，現在の生産量は盛期の 1/4程度にと

どまっている。一方，北海道の一部の海域を除く広い海

域のアサリに Perkinsusolseniが感染していることが

2000年代の初めに明らかにされた。14)この原虫は世界

獣疫機関 (OIE)によって重要病原体に指定きれている

が，囲内のアサ 1)の研究者はその存在をほとんど考窟、せ

ずに研究を行っている。しかし，アサリへの攻撃試験で

は，本虫は少なくとも殻長 10mm以下程度の幼異には

致死的であった。 15)この寄生虫が天然アサ 1)の減耗要因

の一つになっている可能性も高い。

カイヤドリウミグモも P.olseniもアサリに侵入しや

すい季節があり，また，ある程度の大きさのアサリは寄

生に耐えるようである。また，P. olseniが存在していて

も，海域によって感染レベルが大きく異なる。これらの

特徴を利用すると，寄生虫の存在下でもアサリの生産を

維持，増産できる可能性がある。たとえば，寄生に耐過

できるサイズのアサリを侵入盛期をさけて放流するとい

う方法である。 P.olseniについては，寄生強度が低い海

域に増殖場を整備する，あるいは，そういう環境で種苗

の中関育成を行い，耐過サイズに成長してから放流する

という方法も考えられる。

いずれにせよ，これらは，寄生虫が存在する中でもな

んとかかいくぐって生産を行うという考え方である。通

常，病害の対策としては， r病害防除j という用語が一

般的であるが，本稿のタイト jレではあえて，対策という

用語にこだわった理由もここにある。

7. 海外疾病の侵入とその防除

海外からの疾病の侵入が頻発している。 1990年代以

降に侵入した重要な疾病に限ってみても，マダイイリド

ウイルス病，海産魚のハダムシ，アコヤガイの赤変病，

ヒラメのネオヘテロボツリウム症，コイヘルベスウイル

ス病，アユのEdwardsiellaictaluri (細菌)感染，マボ

ヤの原虫感染による被護軟化症，アワビのキセノハリオ

チス(細菌)感染があげられる。

これらの疾病の多くは侵入後蔓延し，養殖業や産業に

大きな影響を与えてきた。対策が確立したものでも生産

コストの上昇につながっている。また，現時点では全く

対策が見当たらない病気，天然、資源へ広がり実効性のあ

良永

る対策を講じられない疾病もある。

疾病による産業の崩壊の例もある。アメリカ東岸のア

メリカガキの生産は，Hatlostoridiwワ1nelsoniとPerkin-

sus marznusという 2種の寄生虫の侵入で，かつては 20

万トン以上の生産量があったものが，数千トン程度にま

で減少し，産業がほぼ成り立たなくなっている。この 2

種のうち，前者は極東のマガキに極めて低い強度で寄生

していた種がアメリカに種苗とともに伝搬して宿主転換

したと考えられている。また，臼本では 1990年代にア

コヤガイの赤変病が突然発生し，真珠産業が大被害を被

り，社会問題化した。これは，病原体は特定されていな

いが，アコヤガイ種苗とともに中関から持ち込まれた病

原体が原因と考えられている。

疾病に対する対策を講じるには時賠もかかり，有効な

対策が見当たらない場合が多い。重大な疾病が次々と侵

入しており，それぞれに対する予防治療法を一つ一つ研

究しているのでは間に合わなくなっている。原因究明，

診断法開発ととりあえずの対処法が決まった段階で研究

がストップすることもある。寄生虫病にとどまらず，水

産生物の疾病の侵入を防除することが最も重要な課題の

一つになっている。

重大な疾病の侵入が頻発する理由としては，いろいろ

な複合的要因が絡んでいるが，一つには，我が国では水

産生物疾病の授入防止のための法と制度の整備が進んで

いないこと，また一つには，水産生物が多様であるため

疾病侵入の予想が困難なことも大きいと考える。

妨疫の対象となっている水産生物は，コイ科，サケ科

魚種とエピ類だけである。しかし，これら以外の魚介類

に重要な病気がないわけではなし、。アワピの疾病である

キセノハリオチスは OIEが以前から重要疾病として指

定してきたにもかかわらず，防疫の対象となっていなか

った。また，海外の魚病専門科学雑誌には毎年新しい疾

病がいくつも報告されている。しかし，それぞれの疾病

が侵入する可能性や，侵入した場合に予想される影響の

評価はされていない。どこかの組織で行っている可能性

もあるが，少なくとも公表はされていない。

法や制度の整備の遅れには様々な原田がある。国際的

には，農産物の防疫は非関税障壁につながりやすく最低

限にとどめるべきと考えられている。また，防疫対象の

疾病が侵入した場合，現行法では堤却，焼却などの処分

を行うことになるが，そのためには漁業者への補償が必

要である。魚介類の病気は，家資と異なり封じ込めが国

難であり，蔓延しやすい。処分のための補償金の予算的

措置も必要である。これらが大きな聾となっていると思

われる。

1990年代にカナダ西岸の海域に移植されたホタテガ

イでは，Perkinsus qugωαdiという原虫の感染により半

数以上が死亡した慨がある。1)現地の在来の貝に寄生し

ていた種が，日本から移入されたホタテガイに宿主転換

して，強い病原性を示したものと思われる。この病気が

日本に侵入するとホタテガイ産業は養殖，天然を間わ

す，大きな被害を被ることになる。しかし，この疾病も

防疫の対象にはなっていない。ホタテガイの生産額は天
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然養殖を合わせて，約 600億円に達する。侵入した場

合の蔓延訪lUこ必要な経費を考えて妨疫対象にできない

のではないだろうか。

また，水産生物では様々な種類が世界各地で養殖され

ており，そのうえ宿主転換を考えると疾病の侵入をあら

かじめ予想することは閤難である。このことも疾病侵入

の要悶になっている。先に挙げた侵入疾病のうち，日本

で発見される前から知られていた疾病は，コイヘルベス

ウイルス病とアワどのキセノハリオチス感染のみである。

2008年ヨーロッパの一部海域で養殖されていたマガ

キに新しい病原体カキヘルベスウイルス変異株が現れ，

マガキの大量死が生じた。この病気は 2010年にはオセ

アニアにまで飛び火した。農林水産省は， 2011年春

に，この疾病の罷入防止のため，種苗の輸入・購入に関

する注意喚起とその周知要請を都道府県に対して 2田

にわたって行った(農林水産省ホームページ:http:// 

www.fish-patholo幻人com/news_kaki.pdf，2012年 3月

9臼)。

2011年 11月と 2012年 2月にカキの主産県において

この注意喚起がカキ養殖業者にどの程度設透しているか

を開き取り調査した。県によって大きく異なるものの，

カキヘルベスウイルスという名前さえ開いたことがない

漁業者が 3割以上存在し，また，開いたことがあると

いう養殖業者の中でも，その危険性を理解している漁業

者は極めて少なかった。農林水産省が発した注意喚起は

現場にはきちんと届いていないといわざるを得ない。

先に述べたように，魚介類の疾病防止のための法や制

度の整備は難しい。「お上には頼れない」状況である。

だとすると，養殖業界自身が疾病使入防止のための方策

を自主的に講じるしかない。一方，聞き取り調査によっ

て，カキ養殖業者のほとんどは重大な感染症を経験して

おらず，外国での疾病によるカキ産業崩壊やアコヤガイ

の赤変病に関する知識を持っていないことが分かった。

病気の怖さを認識していない状態の養殖業者に対して

一方的に疾病の怖さを説いても有効ではないであろう。

リスク(この場合は重大疾病の侵入・蔓延)の管理を行

うためには，リスクの精度高い評髄と評価に基づく管理

が重要であることは言うまでもないが，最近ではリスク

コミュニケーションの重要性が住民されている。

リスクコミュニケーションとは，利害関係者がリスク

に関する正確な情報を共有し，相互に意思諜通を図りな

がら合意形成を行うことである。魚介類疾病の侵入防止

という観点でみると，利害関係者は，養殖業者，漁獲漁

流通業界，消費者，行政と非常に広く，これらが

疾病侵入閉止のための議論をオープンに行って侵入防止

のためにとるべき方策に関して合意形成をしてく必要が

ある。私自身も合意形成に必要な社会学的側面からの研

究を進めていきたい。
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