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鶏の口イコチトゾーン症の研究史における

暗中模索からの脱出記録 (7)

秋葉和温*

4)マラリアの媒介蚊の決定と原虫の生活環:

(1)パトリック・マンソン (PatrickManson 1844-

1922)による蚊媒介説:

マンソンは 1878年(明治 11年)，パンクロフト糸

状虫が蚊の体内で発育すること，フィラリアの発育

形態，すなわち変態を発見した。そして，フィラリ

アの研究から推論して，マラリアも中間宿主があっ

て人に伝染するもので，恐らく一種の蚊が伝染の

仲介者であろうと考えた。これがマンソンの

Malaria-MoskiωTheorieである。この説を発表した

のは 1894年であった。

たまたまロナルド・ロスがインドから帰ってきた

とき，彼にマラリア蚊媒介説を説明し，研究方法を

教えた。翌年，ロスはインドに帰り，マンソンより

教えられたとおりに研究し，ついにマラリア原虫が

蚊によって媒介されることを明らかにすることが

出来たのである。

このようなマンソンとは如何なる人物であろうか。

マンソンについては高田蒔『科学と倫理J]， ド・

クライフ著秋元寿恵夫訳『微生物を追う人々J]，志

賀潔原著，長木大三監修，田口文章編集『細菌学を

創ったひとびと一大発見にまつわるエピソードー

(其の 5)，23. Patric凶 ilansonJ]，そして最近，出版さ

れたものに，ロパート・ S・デソウイッツ著栗原豪

彦訳『マラリア・ vs・人間』やアンドソュー・ス

ピールマン，マイケル・ド・アントニオ共著奥田祐

土訳，栗原毅監修『蚊はなぜ人の血が好きなのか』

などがある。

ここでは，私が愛読している高田蒔『科学と倫理J]，

今では，この本を読める方は，極めて少ないと思わ

れるので，この中での記述を中心に，上述の著書も

参考にしながら，マンソンを紹介する。この中の現

在と異なる表現は，出来るだけ分かりやすくした。

また支那という国名は全て中国とした。 211ページ

からマンソンについて書かれている。

*元農林水産省家畜衛生試験場 (Ka四 oAkiba) 

ロナード・ロスの指導者として，またその後援者

として，ロスに不朽の学勲をたてさせたパトリッ

ク・マンソンは I熱帯医学の父」とも呼ばれ，熱

帯医学の最も偉大なる開拓者として広く知られて

いる碩学である。彼はただに学者として甚だ有名な

ばかりでなく，その操志徳行，ともに衆に秀れ，そ

れがため人々から「聖パトリック」と呼ばれたほど

の人柄であったが，この熱帯医学の父も亦，しかし

決して初めから医を志した人ではなく，偶々少年時

代に病気をしたために，止むを得ずして志を翻し，

遂に医家となったのである。

彼は 1844年 10月 3sスコットランド・アパーデン

州の小村クロムレット・ヒノレ(CromletHill)に一地

主の子として生まれた。その後，家族と共にアパー

デン (Aberせeen)の町に移り，その地で学校教育を

受けた。その時，彼は，脊柱轡曲症にかかり，休学

した。この休学のため，彼は工学者となろうとした

素志を翻し，医家になる決意をした。そしてアパー

デンで医学を修め， 1864年に卒業，医師となった(志

賀原著，長木監修，田口編の 11ページからでは大

学を終了し M.D. となった年を 1866年としてい

る)。彼は卒業後，上海にいた実兄の勧めで，海軍

税関付属医員となって，台湾の高雄に行き清国税関

の医官を勤め，傍ら中国人病院に勤務した。ここで

脚気患者やその他種々の熱帯病に関する知見を得
あもい

たという。彼はここに 3年いて，度門に転じ，海員

病院に勤め，多数の象皮病患者を手術した。

1875年に彼は偶々イギリスに帰省したが，その時

彼はロンドンの大英博物館の図書室でレーヴィス

(Timonthy Lewis)が発表したフィラリア仔虫に関す

る論文を探し出し，それをむさぼるように読了した。

彼がその後，熱帯医学の最高権威者となったその

源泉が，この論文であったと。

フィラリア虫を最初に発見したのはデマル

クェー (Demarquay1863)といふフランスの医者で

0369-5247/13/￥500/1 論文/JCOPY
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あって，彼はパリーで象皮病患者の陰嚢水腫液から

初めてフィラリア仔虫を発見した。これが今日「ミ

クロフィラリア・パンクロフチJ(Microfilaria 

bancrofti)と呼ばれているものである。レーヴィスは

イギリスの軍医として印度に駐在中，カルカッタに

於いて印度人の血液から，矢張りこの仔虫を発見し

(1872年)，このものを「人血フィラリアJ(Pilaria 

sanguinis hominis)と命名した。このフィラリア幼虫

の成熟したものは，ブリスベーン (Brisbane)でパン

クロフト Gosephbancro武 1836-1894)というマン

チェスター生まれの医者により，腕の膿蕩と陰嚢水

腫液の中から 1876年に初めて発見されたものであ

るが， コブボ、ノレド(Th.S. Cobbold)はその翌年ノ〈ン

クロフトの名誉のために，この糸状虫を「パンクロ

フト氏糸状虫J(Pilaria bancl1祈i)と命名し，今日そ

れが一般に通用している。パンクロフトは既に 1877

年に，フィラリアが恐らく蚊によって伝播されるの

ではと想像したが，その翌年，マンソンによって蚊

がこの寄生虫の中間宿主であり，“フィラリア病は

蚊によって伝播する"ことが発見されたのである。

マンソンが象皮病とフィラリアとの関係を知った

のは，実にレーヴィスの論文を読んだ時であった。

彼は 1875年の暮れに再び任地慶門へ帰るや，こ

の地で直ちにフィラリア感染症の研究に着手した。

そして，中国人の助手 2人を雇い，それに顕微鏡操

作の訓練を施し，昼夜交代で患者の血液を検査させ，

血液内のフィラリアの証明に専心従事させたので

ある。

しかし，この 2人の中国人が買す成績は不思議

にも常に I顕著な相違」を示していた。一人は非常に

多数のフィラリア仔虫を発見するに反し，他の一人は，

いつもながら成績が努ましくなかったので、ある。

これは不思議でもあり，また意外な出来事で、あった。

由来大科学者は決して「例外」を見逃がすことの

ないものである。それが若し普通の人であったなら

ば，きっと，この相違を見逃すか，或いはまた気が

ついても邪推して，一人の中国人は明品fとしている

に違いないと，思ったであろう。しかし，そこは流

石にマンソンだ、けあって，この中国人の「勤務時刻j

に就いて彼は二人に訊ねて見たのである。そして

成績の上らない方の中国人は主として日中に働き，

成績の断然よい方の中国人は夕刻から働くことが

判明したのである。

マンソンはさらに 6週間も観察を続け，“フィラ

リア仔虫は日中の血液中には出現しないが，夜にな

ると現われる"という有名な「日周性jの事実を発

見したのである。

大発見は往々にして，このような予期しないところ

に現れるものである。マンソンはこの大発見をロン

ドンの有名な寄生虫学者 Cobboldに通信すると，

この人がフィラリアの周期性についてロンドンの

リンネ協会で発表した。しかしこの大発見も，譲り

に突拍子もなかったので，当時の学者仲間からは，

非常な疑惑を以って迎えられ，ある学者は“血液中

にあるフィラリア虫に自然は「時計」を持たしたの

か"と皮肉ったほど，多大な疑惑を蒙ったのである。

しかし如何なる発見でも，その意義が重大であれば

あるほど，ケチは必ず，っき益うもので、あって，マン

ソンの場合も，全く避けがたき運命であったのである。

さらにマンソンは，この夜間出現現象を証明する

や，“この微小な糸状の虫体が，一体どうして人体

内に侵入し得るか“といふ疑問を持つようになった。

そして彼の脳裡に浮かんだ考えは“恐らく「中間宿

主jが存在するに相違あるまい。しかもそれは「夜

間にのみ現われて人聞の血液を吸ふ動物」であるに

違いない。それは多分蚊で、あって，蚊がその媒介を

なすものに相違あるまいといふ驚くべき叡智的な

推定を下したのであった。

彼はこの着想、が，果たして事実であるかどうかを

決定すべく，次のような実験を行ったのである。

1877年の 8月，彼は一人のフィラリア患者を蚊帳の

中に寝かせ，蚊帳の中に沢山の蚊(その蚊は Cule.冗

fatigansで、あったとの記述もある)を放って，その患

者を思ふ存分吸血させ，翌朝，その蚊を捕獲して l

匹ずつ解剖し，顕微鏡下で、糸状虫の検索を行った。

彼はこの実験のために実に数千匹の蚊を解剖した。

その結果，その蚊の胃でフィラリアが脱皮し，胃壁

をとおり抜けて筋肉に入り，ここで成長する事実を

発見したのである。これは，実に 1877年のある日

のことである。こうして，フィラリアの蚊体内に於

ける発育過程を証明し，学界に不滅の偉勲を樹てた

のである。

マンソンは，この業績を再びリンネ協会の会報に

発表した(1878年 8月)0 [同じように蚊による伝播説

で、もパンクロフトの方は想像しただけで実行せず，

マンソンの方は進軍くその考えを実行に移し，汗と
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血によって偉大なる成果を闘し、取ったのである。

「空想Iと「実行J，ここにも非常なる実質的相違

を見出すものである。

しかもマンソンがこの偉大なる発見をなし遂げ

た所は設備の十分に出来ている大学や研究所では

決してなく，それは実に名もなき慶門の一小病院で、

あって，即ち診療の余暇をぬすみ，不便を忍び，不

自由と闘いながら雄々しくも散持した聖なる研究

で、あったのである。

蚊によるフィラリアの伝播が若しマンソンに

よって発見証明されなかったとしたら，ロナード・

ロスのマラリアの大発見も，恐らくなされなかった

に相違なく，否，マンソンが少年時代に健康であっ

たとしたならば，医学，少なくとも熱帯医学の進歩

は恐らく非常に遅れたに相違あるまいと考えられ

る。マンソンの病気は彼の運命を左右し，また彼が

ロンドンでレーヴィスの論文を読み，それから多大

の示唆をうけたのは，それは確かに偶然であったに

相違ないが，しかしそれは，取りもなおさずロナー

ド・ロスの運命までも決定したものであり，ロスが

マラリアの研究に方針が皆目立たず，只五里霧中の

聞を街逗中，偶々ロンドンでマンソンの知遇を受け，

多大の示唆を受けたことは，これ皆「神の導きJで

あったとしか考えられないのである。偶然と必然，

ここでもまた深く考えさせられる人生の重大な命

題ではある。ロナード・ロスは無欲話誌な学者であ

り，金銭に関しては短所と云ってもよい程淡白であ

り過ぎたといふことから，そのような無欲無私の性

格が神の導きを主けたので、はあるまいかと息惟さ

れる。]と。この[]内は原著に近い表現。

ロスの発見は，その後マンソンによって決定的の

承認を受け，アノフェレスが真にマラリアの媒介者

であることが捨五された。それは 1900年のことで

あって，マンソンはマラリア患者の血を吸わした

アノフェレス蚊を，わざわざイタリアのローマから

ロンドンに取り寄せて，それで自分の息子(息子さ

んのことは，後述する宮島幹之助，細菌学雑誌，

96号，明治 36年の報告の中で，もう少し詳しく

紹介されている一秋葉)と，いま一人の他の青年と

を刺さしてみた。この二人とも，まだ 17歳の少年

で，ロンドン以外の土地に旅行したことのないもの

であった。然るにこの蚊に刺された二人とも 15日

目に激しい熱発作を起こし，血中からはマラリア原

虫が証明された。ロスの発見は，思師のマンソンに

よって暗示され，またマンソンによって遂に確謹)

されたのであった。「師弟を結ぶ科学美談J，いみじ

くも床しい極みである。

以上のように紹介されていて，志賀潔先生の記述

とも共通点が多く，共通の原著(紹介されていない

が・・うからであろうか。感銘を受ける伝記である。

私はこれらを感激しながら読んだものである。そ

して，鶏のロイコチトゾーン症の媒介者決定につい

ても，石井進先生，川島秀雄先生が，私の研究室に

立ち寄って下さって，その後，どうなった，その後，

どんなったかと，しばしば聞いて下さったのである。

このことが，励みとなり，また，上述のような根気と

熱意の記述が，また，励みとなり，ニワトリヌカカ

が媒介者であると決定することができたのである。

[ロパート・ S・デソウイッツ著栗原豪彦訳の 47

ページにはr1876年中国アモイ(慶門)で勤務してい

て，象皮病の原因であるフィラリアが蚊によって媒

介されることを発見した。J と。 ド・クライフ著秋

元寿恵夫訳の 286ページにはド・彼はシャンハイで

開業していたjとあるし，またアンドリュー・スビー

ルマン，マイケノレ・ド・アントニオ共著奥田祐土訳，

栗原毅監修の 109ページには「…象皮病は， 1870 

年代，当時は中国の一部だ、った台湾でイギリス軍付

きの医務官を務めていたパトリック・マンソン博士

に・・・J，と同誌の 112ページには「ー・彼の研究の大

部分，台湾南部の高雄でおこなわれましたが…Jと

台湾の高雄で…とされている。]

さらに，マンソンは中国において，各種の動物鳥

類を検査して，種々のフィラリアの種類を発見した。

1883年に彼は香港に移住して開業したが，患者が万

来する盛況で，研究の時間はさておき，睡眠の時間

もなかった。

1886年には MedicalSociety of Hong Kongを創立

し，翌年 MedicalSchool of Hong Kongを設置して，

中国人を教育した。 一彼は中国にいること 23年に

して，スコットランドの故郷に錦衣を飾って帰った。

-・・再びロンドンに出て，開業・・。この時代， 1894 

年にマンソンの Malaria-Moskito -Theorieを発表

しまたロナルド・ロスとも会っている。
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1897年英国植民地のために，彼は医学校設立の議

を提出して，ついに LondonSchool of Tropical 

Medicineを設立した(1899)。開校以来年とともに

隆盛におもむき，かっ熱帯病に関する幾多の研究お

よび発見は，この学校を発祥地としたのであるo

1913年に 70歳で隠退，…1922年 4月9日， 78歳の

高齢にて安らかにこの世を去った。(これより数週

間おくれて，ラベランもまた逝ったのは奇しい因縁

である。)と紹介されている(志賀)。

私，秋葉は昭和 49年のミュンヘンでの第三回，

国際寄生虫学会議に招待され，かつてお世話になっ

ていた大阪大学微生物病研究所の猪木教授を団長

としたグ、/レーブ'{こ入って出席し報告した。その後，

そのグループと行動を共にし，ザルツブルグ，インス

ブルック，ハンフ、ルグ，コベンハーゲン，ロンドン，

パリ，ケニア，セイセル，コロンボ空港，ホンコン

空港経由で帰国したが，ロンドンではロンドン大学

熱帯病研究所を訪れた。上述の 1899年に設立され

た LondonSchool of Tropical Medicineの流れを持

つ熱帯病研究所で、あろうか。正面の建物の屋根には，

黄金に輝く，媒介者(中間宿主)の蚊などの昆虫や

ダニの模型が配置されていた。そして玄関を入った

脇には，マンソンやロスの胸像が安置されていたの

が印象的で、あった。

また，この研究所教授をされていたマラリア研究

の最高権威者の P.C. C. Gamham教授，この教授ら

がLeucocytozooncaurel加を Akibacaullelァiにする

よう提案して下さったのであるが，すでに定年退職

されていて，今は猪木教授のお知り合いのトリパノ

ソーマ関係の研究者に代つでいるとのことであっ

た。休憩室では Garnham教授時代からお世話してい

たという女性に Garnham教授が命名して下さった

Akiba caulleηiの秋葉ですと話した。

(2)口ナルド省ロス (RonaldRoss. 1857-1932)による

媒介蚊(灰色蚊)決定.

英国軍医ロナルド・ロスは 1857年 5月 13日，イ

ンドのヒマラヤ山麓のアノレモラでインド駐在のイ

ギリス武官の子として生まれた。後，船医となり，

1881年軍医となり，マドラス駐在を命ぜられた。

1888年休暇でロンドンに帰り， 1889年にローザ夫

人と結婚してインドに帰り，マドラスでマラリアの

研究を始めた。多数のマラリア患者に接していて，

血液検査もしていたが，プラスモヂウムという原虫

を検出できないでいた。

1894年，ロスがロンドンに帰った時(35歳)，有

名な熱帯病学者のパトリック・マンソン (Patrick

Manson， 1844-1922)の研究室を訪れ，マラリア研究

に関する教えを乞うたのである。マンソンは， 1889 

年ロンドンに帰任後は，熱帯医学研究所を設立して，

熱帯医学のために尽力していたのである。

マンソンはロスにマラリア患者の血液中のプラ

スモジウム原虫を顕微鏡で見せて，観察させたり，

マラリアはカが伝播するのであろうという学説(蚊

媒介説)をたてていることも説明し，患者を吸血し

たカを調べるようにと助言し，この研究を進めるよ

う勧めた。

ロスもマンソンの手足となって働くことを誓っ

た。そして 1895年 3月 28日にインドに向け出発し

た。その後，ロスは再三，手紙を出して，マンソン

の指導を仰いだのである。

マンソンの教えの中には畜産の研究， 66巻 7号の

765ページに，紹介したように， 1まずマラリアにか

かっている人間にカを刺させ，その吸血カを水を入

れたびんに入れ，産卵，僻化させ，それを飲ませて

みなさい」などといったものや，森下著の 197ペー

ジからの記述で，紹介したように，カの種類も分か

らない状態で、あった。そこで手当たり次第に吸血さ

せたカを解剖して検査したりしているが，すべてう

まくいかなかった。その都度，マンソンに手紙を出

し，教えを受けていたのである。

ロスは 1897年 6月に，再びセクンデラパードの

ベグンベッド、の病院に帰ってきた。前述の森下著の

198ページには「其の頃ロスの胸中に去来していた

疑問は，今までどの実験も成功しなかったのは使用

した蚊の種類が不適当であったためではというこ

とであった。彼は附近のマラリア流行地を訪れ，何

か変わった蚊はいなし、か探し求めた。その時初めて

アノフェレス蚊(ロスは灰色蚊と表現)を見参し，そ

れに深い疑いを懸けるようになった。j と。

『微生物を追う人々』の四の項には蚊の胃にオー

シストを発見した当時， 1897年 8月の様子が感動的

に喜かれている。

18月の 16日に新規蒔き直しにとりかかろうと決

心したJ，1今度はもっと徹底的にやってみよう。J，
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「そこで彼はマラリア患者を裸にした それがあ

の有名なフッセン・カーンであった。ロナルド・ロ

スはカの新種を見つけていたのだ。そして，それを

このカーンにあてがったのである。ロスははなはだ

科学的でない分類法で，そのカをただ灰色カと名つ

けていた。蚊帳の中にカーンは入っていった。そし

て灰色のカを蚊帳の中に入れた。カはカーンの血を

吸った。そして，いま一度，毎日毎日，ロスはこれ

らの昆虫の胃の中を探し求めた。8月 19日にはたっ

た 3匹の灰色カを放した。彼はそのうちの 1匹をひ

らいた。そして何の希望もなく胃壁をのぞき始めた0

・-彼は機械的に顕微鏡の管をのぞいていた。すると

突然，何か妙なものが彼の注意を否応なしにひきつ

けてしまった。それは胃壁の細胞の平坦な舗道の

真っ只中に，直径 1インチの 2千 5百分の lぐらい

しかない，おかしな円いものが横たわっていたので

ある。ほかにもまた，それがあった!が・1 どうに

も暑くて堪らなかったのだ、 彼は顕微鏡をのぞく

のをやめた・・。カーンの血を吸って 4日目 (8月 20

日に相当する一秋葉)のカの第 2番目のものから最

後のものにいたるまで，その胃壁に同じように円い

ものが見えた。ーその一つ一つは黒玉のように黒い

小さな頼粒のひと塊 1 あった。全体で 12あった0

・ー彼は欠伸した。暑い日であった。この黒い色素は

人体の血液中にあるマラリア原虫の内部に見える

黒い色素にし、かにもよく似ていたーしかし，暑かっ

た。ロスは欠伸をしいしい一眠りしに家へ帰ってし

まった。J，1…目が覚めたとき，黒い斑点のあるあ

の環はマラリア寄・生虫以外のものであるはずがな

い。一・あそこで成長しているのだ・・・時間がたてばた

つほど環はますます大きくなるに相違ない…Jと考

えたのである。

1...8月 21日はフッセン・カーンの血を吸って 5

日目になる。ロスはマンソンに書き送った。「わた

しは最後のカを殺し，胃に向かつて突進してゆきま

した!然り!そこにもまた，その環状細胞が lつ・・・

2つ…， 20・ーとあって，それらにはいずれも同じ黒

玉のように黒い斑点がし、っぱいあった。」とある。

「そして「ー・カーンの血を吸って 5日目のもの，

これは生き残った最後のものでもあったが， 8月 21

日のものにも，環状細胞が Iつー・」と。

このような暑い中でのロスの奮闘振りは，私(秋

葉)がロイコチトゾーンの媒介者探しのため，特製

の蚊帳を作り，その中に感染鶏を入れた伏せ龍を入

れ，夕方，捕虫網で捕らえたヌカカを蚊帳に入れ，

1時間後， 2時間後，と翌朝と，生存している吸血

ヌカカを蚊帳の中に入って回収し 1匹，ずつ，ス

ライドガラスに潰して擦り，ギムザ染色をしてスポ

ロゴニーの原虫が見えなし、か鏡検していたとき，こ

れは群馬県宝泉村の久保田精さんの鶏舎と隣り合

わせの井野専務さん夫妻が借りておられた離れ家

を行き来しながら行っていた作業と似ていたので，

この記事は励ましとなったものである。また，今，

このことを書いていて，その当時のことを思い出し，

感慨深いものがある。

このような記述の中で 18月 19 日にはたった

3匹の灰色カを放した。」とある中の， 1放した」と

記述されている部分は，私(秋葉和温)には，意味が

よく分からない。平成 9年にでた復刻版，岩波文庫

の『微生物を追う人々』でも同様に“放した"とあ

る。これは後述の吸血後何日目のカとしづ表現から，

「・・・3匹の灰色カを蚊帳から回収して，そのうちの

l匹をひらいた」と解釈して良いものと思っている。

このようにしてカーンの血液を吸わせて， 8月 19

日にカの胃壁に球体が出来ること， 4日目の 20日に

は黒玉のように黒し、小さな頼粒のひと塊が 12個も

見られたのである。

またこの球体は発育することも知ったのである。

これはオーシストと呼ばれているものであるが，よ

り先の，スポロゾイ卜というものは，まだ観察され

ていない。この後，転勤(移動)させられ，研究の継

続ができなかったのである。しかしこれらは後年，

マラリアの発育環の解明の端緒となった一大発見

でらあったのである。

この成果はイギリスの次の医学雑誌に投稿した。

しかし，この球体の内容については詳しく説明しえ

なかった。

Ross， R. On some peculiar pigmented cells found 

in two mosquitoes fed on malarial blood. Brit. Med. 

Joum.， II， 1786 (1897). 

英国では 8月 20日を Mosquit巴 dayと呼び，彼の

業績を偲ぶと共に，全国的な蚊の駆除の日としてい

るそうである。この 1897年はこんな年で、あった。

ロナルド・ロスは，その後，カルカッタに移り，立

派な研究室と応募によって選んだ助手マホメット・

ブ、ツクスを得て，“黒い粒粒のある環をカの胃の中で，
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いま一度見つけ出そうとし寸仕事に取りかかった"。

ロスの知識の範囲内でのカを捕まえてきて，ヒンズ一

人の血を吸わせて調べたが，うまくし、かなかった。「ロ

スはともすると，ベグPンベットで昨年見たものは暑熱

のなせるわざであったかと疑ったりした。

そこへ，運命の神はロナノレド・ロスの教授にやっ

てきた。鳥がマラリアをもっていたのでる。J。

11898年聖パトリック祭の日，ロナルド・ロスは

10匹の灰色カを 3羽のヒバリの入っている龍の中

に放った。ヒバリの血液の中にはマラリア原虫が，

うじゃうじゃいた。 10匹のカはヒバリを刺し，たっ

ぷりとその血を吸った。 3日後，ロナルド・ロスは

こう叫んだ。“烏のマラリア原虫は灰色カの胃壁で

成長するーその模様は，褐色斑カ(原著ママ)の胃壁

で人間のマラリア原虫が成長するのとまったく同じ

で、あったIと。(胃壁で人間のマラリア原虫が成長す

る様子が書かれた時の蚊は灰色カと書かれていたが，

ここでは褐色斑カとして区別されている 秋葉)
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