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カエルツポ、カビBatrachochytriumdendrobatidisのその後

宇根有 美 ＊

〔キーワード〕 ．カエルツボカビ，両生類，新興感

染症，起源，多様性

世界には，約 6,300種の両生類が生息していると

されているが， 2010年の IUCNの集計によると，そ

のうちの 30%が絶滅の危機にあると考えられおり

（図 1），両生類の減少は急速に進んでいる．その割

合は晴乳類 21% （図2），鳥類 13%と比較しても非

常に高い．ある推計によると，すでに 122種の両生

類が絶滅し， 1980年以降少なくとも 9種が絶滅した

と推定されている 種類や地域によって異なるが，

減少の原因として，生息地の環境の破壊，気候の変

動，化学物質による環境汚染，紫外線の増加，外来

生物の影響，商用目的の売買，感染症の流行などで，

これらの要因が単独あるいは複合的に影響してい

ると考えられている．ここで取り上げる感染症は，

他の要因とは異なる側面がある．すなわち，感染症

を引き起こす病原体はl生命体として増殖する能力

を有していて，一地域に持ち込まれた病原体数が少

数であっても，自ら増殖して莫大な数になることが

あり，個体聞や動物群間で伝染し（流行），持ち込

まれた地域に限定されず，ヒト，物や動物の移動に

伴って，さらに拡散する．本稿では，過去最悪の両

1% 

・絶滅危倶

・準絶滅

普通種

・不明

・絶滅

図l 両生類の絶滅危倶種の状況 6,296種
IUCN Red List of Threatened species, ver2010. 
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生類の感染症と称、せられたカエルツボカビを取り

上げる

両生類のツボカビ症は 1998年に発見された新興

感染症であり ，国際自然保護連合（IUCN）の下部

組織である ISSG(Invasive Species Specialist Group) 

が作成した世界ワースト 100外来種（100of the 

World’s Worst Invasive Alien Species）の lつに挙げら

れている I) さらに，2008年 5月，世界動物保健機

関 （旧国際獣疫事務局， OIE）は，感染症による生

態系および生物多様性の破壊を危倶し，初めて両生

類の病原体「カエノレツボカピ」を野生動物の重要な

監視すべき伝染病としてリストアップした2).

1. カエルツボカピの分類

両生類のツボカビ症はカエノレツボカビ

Batrachochytrium dendrobatidisを原因とする 学名

の由来は，“Batrachochytrium”の“Batracho”はギリ

シャ語でカエノレを，“chytrium”は陶器製の小型のツ

ボを意味し， ＂dendrobatidis”は，カエルツボカピが

分離されたカエル（コバルトヤドクガエル，

Dendrobatidae azureus ）の属名に由来する. B. 

dendrobatidisはツボカビ門， ツボカビ自に属する l

属 l種の新属，新種として 1999年に Longcoreに

1% 
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図2 日甫乳類の絶滅危慎種の状況 5,491種
IUCN Red List of Threat巴nedspecies, ver20 I 0. 
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よって記載されため．その後，ファイアーサラマン

ダーに致死的感染を引き起こすサンショウウオツ

ボカビが報告されたこと 4）から現在 l属 2種となっ

た．

2.生態

ツボカビ類は原始的なカビの l種で，世界中に広

く分布する普遍的な菌類で，世界で900種以上，う

ち日本には 200種以上確認されている．一般的に土

壌や淡水中に生息して，環境中の分解菌あるいは腐

生菌としてキチン，セノレロース，ケラチンなど分解

しにくい物質を利用している．腐生性と寄生性の生

態がみられるが，後者は菌類，藻類，苔，線虫，ワ

ムシ，クマムシ，昆虫などの下等動物に寄生する．

カエルツボカビのみが，唯一，脊椎動物に感染する

ツボカビとして発見された．

カエルツボカビの生活環は，遊走子という鞭毛を

もち，水中を移動できる胞子から始まる．遊走子は

栄養源となる両生類の角質層に到達，侵入した後に，

成長し遊走子嚢という構造物を形成する（図 3）.遊

走子嚢内で多くの胞子が形成され，成熟すると遊走

子嚢の煙突のような形の放出管を介して水中に放

出される．遊走子嚢内には最大で 300個ほどの遊走

子がはぐくまれ，増殖環境が良いと 3～4日で生活

環が営まれる（図 4）.発育温度は 17～25°Cで，至

適温度は 23°Cとされている．高温には弱く， 28℃で

図4 カエルツボカビの生活環

図 3 カエルの角質層内の遊走子嚢
カエ／レツボカピの透過型電子顕微鏡像．

発育が止まり， 30℃以上になると死滅する．遊走子

は水道水では3週間，精製水では4週間，湖水では

さらに長く，7週間生存することができる．しかし，

遊走子は乾燥に弱く，死滅する．

この病原体は， 1998年にオーストラリア，カナダ，

米国および英国の研究チームによって初めて報告

され 5），パナマやオーストラリアの手付かずの自然

環境が残る地域における大規模な両生類の絶滅に

関与していることが明らかになり，それ以来世界各

地で両生類の個体数の減少との関係が調査されて



136 農業および園芸第 92巻第2号 (2017年）

図5 ツボカピ症を発症したツノガエル
大型の脱皮皮が体表にまとわりついている．

いる．

3. 感染方法

カエノレツボカビの遊走子は鞭毛で，水中を遊泳し

て宿主（カエルツボカビの場合両生類）に到達する

ことから，発育や感染には水が必須で、あり，淡水中

や水分の多い土壌中に生息している．感染方法はカ

エルツボカ ピの避走子に直接あるいは間接的に動

物が接触する ことによって成立するすなわち，繁

殖期などの個体聞の接触，汚染された水や飼育に使

用した器具の共用などによる間接的接触が感染機

会になる．特に自然界で、は水系感染が拡散を容易に

している．

4. 症状

カエルツボカビに対する両生類の感受性は種類

によって異なり ，感染が全く成立しない種類，感染

するが発症しない種類（不顕性感染），発症し死に

至る種類（顕性感染，致死的感染）に分けられる．

アフ リカツメガエノレ (Xenopuslaevis）やウシガエル

(Rana catesbeianα）は感染しでも発症しないことが

よく知られている．そのため，保菌動物，キャ リアー

として重要である．しかし，多くの両生類が感受性

を有しており発症する．

飼育下の両生類の症状として，まず気が付くのは，

食欲不振，活力の低下などの非特異的症状である．

さらに，飼育水の濁り ，飼育水中に脱皮した大型の

皮（図 5），チリジリになった皮が漂い（図 6），両

生類の皮膚表面には脱皮した皮が付着し，乾燥して

図6 ツボカビ症を発症したツノガエル
カなく後肢を伸ばし，飼育水に脱皮皮が漂う

f:.；さ』f‘て事；；．
｜。なJ；び？を？%の「＇.）、1

図7 ツボカビ症のカエルの皮脂
皮膚の角質層内に多数の遊走子褒（緑の蛍光を
発する構造物）がみられる．

固着する場合もあり ，体色もくすんでみえる 進行

すると，縮撞，筋協調不能，異常な姿勢，硬直，立

ち直り反射の消失などが現れ，通常，発症してから

2～5週で死亡する 発症後4～5日以内に死に至る

急性例もある．また，発症個体が多いと飼育室に独

特な臭いがある．光学顕微鏡レベルでは，皮膚にの

み，カエノレツボカビに関連する病変がみられ（カエ

ルツボカビは角質のある部分にしか感染しないた

め）（図7），表皮細胞の遊走子嚢を含む角質増殖症

と過形成によって特徴付けられる．なお，両生類の

皮膚構造は幼生と成体では異なり ，前者の皮膚には

角質層がなく，唯一角質層が存在する鳴にのみカエ

ルツボカビが感染し， 口器ツボカビ症を生じる（図
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8, 9）.幼生の死亡率は非常に低く，自然界でのカ

エルツボカピ保菌動物として重要である．

ツボカビ症による死の機序として，皮膚の生理的

機能の傷害が重要で， 1)皮膚呼吸の阻害， 2）浸透

圧調整の阻害， 3）皮膚を介した体温調整の障害， 4)

皮膚の生体防御機構の破たん（易感染性）, 5）カエ

ルツボカビが産生する何らかの毒素などが考えら

れており，皮膚の浸透圧調整が阻害されるために血

液の電解質異常が生じ，心不全で死亡すると報告さ

れている．

図8 ウシガエルの幼生（オタマジャクシ）の口器
正常個体の口器は黒色を呈する．

図 10 カエルツボカビ検出地域

5.世界への被害の拡大

現在，感染が確認された両生類は 350種類以上，

減少した両生類は 200種類以上といわれており ，特

にオース トラリア，パナマの甚大な被害が報告され

ており，致死率も 90%を超える場合がある（図 10,

Bd-maps http://www.bd-maps.net/maps/). 

カエルツボカビの起源、は，南アフリカのアフリカ

ツメガエノレXenopuslaevisとする仮説がある．その

科学的根拠として， I）最も古いカエルツボカビが

1983年に採取されたアフリカツメガエルの標本で

図 9 ウシガエルの幼生（オタマジャクシ）の口器ツ
ボカビ症
口器の色素は消失し口器が肥厚している．

豆町

聞 〉むごitive

.＞む1tive

ー＞：~~:i~：itive
>200 positive 

samples 

~ s叫 Les

仁コ Negative

口同ative
(total sample 

size unknown) 



138 農業および園芸第四巻第2号 (2017年）

確認された.2）長年にわたって，原産地において

アフリカツメガエルのカエルツボカビ保有率に変

動がない.3）アフリカツメガエノレはカエノレツボカ

ビに抵抗性を有しており，発症しない.4）アフリ

カツメガエルの生息地で，他の両生類の減少が確認

されていない. 5）アフリカでの地理的分布の拡大

がみられない．そして，最後に， 6）原産地から世

界へ拡散した行程が説明できる．すなわち， 1934

年アフリカツメガエルの妊娠アッセイ系としての

有用性が知られるようになり， 1970年まで，実験動

物として毎年数千匹が南アフリカから世界に販売

されたことがあげられる．これによりカエルツボカ

ピが，世界に拡散しパンデ、ミックを起こしたといわ

れている（新興病原体説Novelpathogen hypothesis) 

6）＿しかしながら，これには異論もあり，アフリカ

ツメガエノレが世界中に流通する時期と両生類の個

体数の減少や絶滅が頻繁にみられるようになった

時期がずれていることが，その根拠となっている．

そして，もう lつの仮説は常在病原体説 Endemic

pathogen hypothesisで，カエノレツボカピはもともと

世界中に分布しており，地球温暖化などのさまざま

な要因が引き金になり，突然，様々な地域で猛威を

振るうようになったという 7)_

アジアでは，今まで，野生の両生類にツボカビ症

の流行はみられず，当然のごとく，カエルツボカビ

による個体数の減少も確認されていない 8,9）.流行

が確認できない理由として，熱帯地域の気候がカエ

ノレツボカピの増殖に適していない，十分な検査が行

われていない，などがあげられる．一方，日本は温

暖地域で，カエルツボカビに適した温度帯の地域や

シーズンがある．カエルツボカピの自然宿主といわ

れるアフリカツメガエルは 1950年代から日本に輸

入されており，さらに，カエルツボカビが蔓延，多

大な被害を被っている国々からも，ベット用の両生

類が大量に輸入され続けている 10）＿そして，検出感

度が高い検査法を用いた全国調査が行われ，自然界

にすでにカエルツボカビが存在していることを確

認している．にもかかわらず，日本にはパンデミッ

クがみられない．そして， 2つの仮説のどちらにし

ても，この事実を説明できない．

6. 除菌法，治療法，消毒法

カエルツボカピが発見された当初，種々の治療法，

除菌法が検討された．塩化ベンザルコニウム薬裕や，

カエルツボカビが熱に弱いことから，加熱による治

療などもあったが，現在は，ヒトの抗真菌薬である

イトラコナゾールによる薬浴が安全かっ効果的で

ある．具体的には， 1% itraconazole経口薬（Janssen

Pharmaceutical K.K.）を水で0.01% itraconazole液に

して， 1日1回5分， 10日間薬浴することで確実に

除菌できる 11).

また，この処方はツボカピ症の無尾類および有尾

類にも治療効果があることが証明されている．ただ

し，オタマジャクシなどの幼生に用いるときは十分

な注意が必要である．

消毒法としては，家庭でも用いることのできる消

毒法としては， 50度以上の熱湯に飼育水槽，器具を

つける．カエルツボカどは30度以上で死滅するが，

確実に死滅させるためには，浸漬した時の実質温度

の維持と作用時間 5分以上を確実にする．

その他，次E塩素酸ソーダ（漂白剤）も有効であ

るが，一般細菌に用いるときより高濃度でないと効

果がない（塩素濃度200ppm以上になるように希釈

し， 15分間浸漬した後，水洗いする）．自動車の車

輪やタイヤを消毒するのには，塩化ベンザルコニウ

ムを有効成分とする消毒薬の噴霧が推奨される（オ

スパン 10%消毒剤など 100倍希釈液の噴霧．池や川

に流れないように十分に注意する）．

7. 日本のカエルツボカピの現状

日本における飼育下両生類のカエルツボカビ

日本初，すなわちアジア初のカエルツボカビは，

都内の両生類愛好家宅における無尾類の集団死事

例から見出された 12）＿この事例では，2006年 10月～

2007年 1月にかけて，様々な種類の外来のカエルが

十数匹死亡した．その後，ベットとして流通してい

る両生類を対象として，カエルツボカピの保有状況

調査，および死亡例の病性鑑定を実施したところ，

繁殖家，動物貿易商，卸業者，ベット業者および愛

好家と，流通路のすべての段階で，カエルツボカピ

に感染している両生類が検出された．また， 2007

年 1年間で 15事例のツボカピ症の集団発生が確認

された．発症あるいは死亡した両生類はすべて外来

の無尾類で，輸入あるいは導入ロットのほぼすべて

の個体がカエルツボカビに感染し，次々に発症して

死亡する事例や，新規導入をきっかけに，長期飼育
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個体が死亡するといった事例がみられた．カエルは，

口に入るサイズの，動くものはすべて食べてしまう

といった習性があるため，ほとんどのカエルは単独

で飼育されている．このため，カエルツボカピは，

共用の飼育容器，網やピンセットなどによる間接的

接触によって伝播していると推察され，改めて，本

菌の感染力の強さと病原性の高さが確認された．ま

た，輸入直後の両生類を対象とした調査も行われて

おり， 20か国から輸入された 561匹 10.3%(58/561) 

に感染が確認され，ベルーから輸入されたミズガエ

ノレ Telmatobiusculeusが全滅する事例も起きており，

カエルツボカビ発見後も継続して輸入両生類を介

してカエルツボカビが国内に持ち込まれているこ

とが確認されている 10)_

日本の自然界におけるカエルツボカビ

2007年2月より，国立環境研究所と麻布大学が共

同して，自然界におけるカエルツボカピ分布調査を

開始した．すなわち，日本各地で両生類，主として

無尾類を捕獲し，体表拭い物を採取して， PCR法に

よりカエルツボカピ特異遺伝子を検出した．同年7

月から環境省の全国調査検体も加わって，約 5,600

検体を解析した．その結果，平均4～5%という低率

ではあったが，野生の両生類からカエルツボカビの

遺伝子が検出された．感染している両生類の種類に

は偏りがあり，天然記念物であるオオサンショウウ

オでは40%，閉じく日本固有種のシリケンイモリで

は，採取時期と地域によって差があるものの，感染

率は 80%に達した．その他，アマガエル，ヌマガエ

ル，ツチガエノレなどからも検出されたが，いずれも

1%以下ときわめて低率で、あった．また，野生化し

たウシガエルやアフリカツメガエノレでは約 20%の

感染率で，すでに，日本の自然界にカエルツボカビ

が存在することが確認された 13）.しかしながら，カ

エルツボカビが検出された動物はいずれも見かけ

上健康で，検出率が高い特定の地域はなく，陽性個

体が生息していた地域であっても両生類の個体数

の減少は確認されなかった．

麻布大学は，圏内両生類の不審死・大量死事例の

病性鑑定を実施してきた．その数は 2007年 1月～

2010年 12月の 4年間に通報 57件に達し，うち 55

件で検体の送付があり，その内訳は6科 10属24種

300匹となった．通報時期は種類によって異なりア

カガエノレは冬眠明けに，ウシガエノレは9月に集中し

ており，数千匹規模の死亡も報告された．そして，

病性鑑定の結果，シュレーゲ、ルアオガエル l匹にカ

エルツボカビ感染のみが確認されたが，ツボカピ症

により死亡したと判断される事例はなかった．

カエノレツボカピの在来種への病原性を明らかに

するために，在来種の分類学的位置，地理分布，生

態学的特徴を考慮、して沖縄県指定天然記念物3種を

含む在来無尾類 20種を選定して，カエ／レツボカビ

の感染実験を行った．なお，カエルツボカピの培養

は非常に困難で，当時，培養株が樹立されていな

かったことから，ツボカビ症を発症したカエルの飼

育水を感染源として，これを飼育水に混ぜるといっ

た感染方法を用いた．その結果， 20種，約 100匹の

カエノレのうち，ツボカピ症で死亡したと判断された

種類は，ヌマガエル，ヤエヤマハラブチガエル，コ

ガタハナサキガエルの 3種のみで、あった．その後，

カエルツボカビ培養株を樹立したことから，最もカ

エルツボカピに対して感受性が高いと評価された

ヌマガエノレに再度感染実験を行ったが，ツボカビ症

の誘発はできなかった．以上のことから在来穫はカ

エルツボカピに対して抵抗性を持っていると判断

した．

国立環境研究所が，カエノレツボカピ全国調査に

よって得られた本菌の IS下I領域の塩基配列を解析

したところ，40以上のハプロタイプがあることが明

らかになった 13）.今まで海外では，このようなカエ

ルツボカピの遺伝的多様性について報告がなかっ

たことから，国立環境研究所の五箇公一博士らは，

カエルツボカビの被害の著しいパナマ，オーストラ

リアおよびアメリカのカエルツボカピを採取し，同

様に IS下l領域の塩基配列を解析した．その結果，

これらの地域では感染率が高いにも関わらず，ほと

んどがハプロタイプAで，その他のタイプはごくわ

ずかで，合わせても数種類しか確認できなかった 14).

同様の結果が輸入および飼育下両生類を対象とし

た回向らの研究でも確認されており，陽性個体が確

認された日本を含む9か国のうち，日本において最

も多くの 5ハプロタイプが確認されるとともに，そ

の割合は他国と異なっていた．すなわち，他国では

ハプロタイプAが 90%と多く，日本では，ハプロ

タイプC44%,A28%, V17%, Q5.6%, Bd285.6% 

と様々な割合で検出され，圏内の飼育下両生類にお

けるカエノレツボカビの多様性が高いことが再確認
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された 10）.さらに，五箇公一博士らはカエルツボカ

ピの DNA情報に基づき，分子系統樹を構築した．

これによると，圏内におけるカエルツボカピの系統

的多様性が明瞭で，カエルツボカビが高率に感染し

ていたオオサンショウウオでは，他の両生類のハプ

ロタイプとは，遺伝的に全く異なる独特のハプロタ

イプB, J, Kが感染していた 14).

以上，カエルツボカビ発見後の研究によって解明

された事実をまとめると，

1) 日本の自然界にはカエルツボカビが存在する

2）日本の在来穫はカエノレツボカビに抵抗性を有

している．

3）日本の両生類から検出されるカエルツボカピ

には，驚くほどの多様性がある．生きている

化石と称せられるオオサンショウウオ 15）が独

特なクラスターを形成するハプロタイプのカ

エノレツボカピを保有していること．そして，

カエルツボカピのハプロタイプの数は，日本

90タイプ以上，中国 30タイプ 16）や韓国 50

タイプ 17）で，東アジアでの多様性が高い．

そして最近，ヨーロッパで、は野生下のサンショウ

ウオの個体数が劇的に減少し，これらの動物からサ

ンシ ョワウオツ ボカビ Batrachochytrium

salamandrivorans （和名イモリツボカビ）が検出さ

れた．種々の調査と研究により，このサンショウウ

オツボカどは，日本を含むアジア起源として報告さ

れ，日本のアカハライモリが自然宿主と考えられて

いる 4).

以上のことから，サンショウウオツボカピと同様

に「カエルツボカピは日本を含む東アジアで，在来

の両生類を自然宿主として共進化してきた」という

新仮説が立てられる．すなわち，東アジアにおける

両生類とカエルツボカピの長い進化の過程で，両生

類（宿主）とカエルツボカピ（病原体）の聞で平衡

状態が形成され，現在に至っている（両生類はカエ

ノレツボカピに対する抵抗性を獲得し，カエルツボカ

ビが両生類を殺さず脈々と生き残った）と考えられ，

この仮説によって，日本のカエルツボカピの状況が

説明できるかもしれない．

そして，今後この仮説を実証するためには，以下

のような調査・研究が欠かせないと考えている．

I）世界，特に東アジア圏のカエノレツボカビの遺

伝学的および生態学的特性を詳細に解析する．

2）日本（東アジア）起源とした場合のカエルツ

ボカピの拡散の過程を明らかにする．

3）日本圏内における両生類種とカエルツボカピ

のハプロタイプの関係，および分布を明らか

にする．

2）に関しては，サンショウウオツボカビ研究に

おいて， 2001年～2009年の聞に中国産のチュウゴ

クイモリ Cynopsorientalis 230万匹以上がアメリカ

に輸出されていると報告しているの．また， 3）に

関しては，我々は圏内飼育下のウシガエノレ幼生の口

器ツボカビ症を対象として調査を進めており，すで

に，カエルツボカピが圏内広域に，かっ高率に分布

していることを明らかにした．さらに種々のハプロ

タイプを検出し，多くのカエルツボカビ培養株を樹

立しており 18），今後の研究の展開が期待される．
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