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鶏に寄生するワクモとトリサシダニの生態

中前　均 *

1．はじめに

鶏の外部寄生虫を駆除するために，第二次世

界大戦後 DDT や BHC など各種の殺虫剤が使用

され，効果をあげてきた。更に，鶏の飼養形態

が平飼いからケージ飼育に変わったことがニワ

トリウモウダニやニワトリアシカイセンダニの

寄生防除に著しい効果をもたらした。現在の養

鶏産業においては，鶏体に寄生して鶏の生産性

に最も悪影響を及ぼしている外部寄生虫と言え

ば吸血性のトリサシダニとワクモである。愛知

県では，昭和 50 年代の一時期にはほとんどの

農家でワクモの発生はみられず，ワクモは全然

問題にならなかったように記憶している。現在，

ワクモやトリサシダニの寄生が蔓延してきてい

るのは，鶏卵等の鶏生産物の流通の広域化が一

役買っていると考えられる。しかし，ワクモと

トリサシダニについては，一旦寄生が発生する

と，ケージ飼育であっても，殺虫剤による駆除

を繰り返しても寄生しているダニを完全に駆除

することは甚だ困難であり，寄生が継続するの

が通例である。トリサシダニとワクモの寄生は

年々増加する傾向にあり，その被害も逐次増加

している。最近困った事に，愛知県だけでなく

岐阜県，鹿児島県等で昼夜を通して鶏体に常在

的に寄生し，繁殖している常在寄生性ワクモが

存在しているという報告がある。詳細に調査す

れば，もっと多くの県で常在寄生性ワクモの発

生が確認されるのではないかと思われる。常在

寄生性ワクモの発生があっても，通常はダニの

主な寄生部位や大きさがトリサシダニとほとん

ど変わらないことから，先入観でトリサシダニ

だけの寄生であると誤認してしまう場合が多い

ように思われる。また，ダニの同定自体が一般

的には馴染みが薄く，慣れるのに時間がかかる

ので，後込みする人が多いのも，常在寄生性ワ

クモの寄生の発見が遅れる一つの要因になって

いると思われる。本稿では，常在寄生性ワクモ

及び非常在寄生性ワクモ（普通ワクモ）を含め

たワクモとトリサシダニの生態について述べた

い。

2．ワクモ及びトリサシダニの寄生生態

ワクモはダニの一種で，生物分類ではダニ目，

ワクモ科，ワクモ属に分類されている。

ワクモは宿主から吸血し，その血液を栄養源と

して生活する。ワクモが鶏に寄生すると終夜にわ

たって吸血するため，鶏は吸血により貧血状態と

なり，雛では発育低下，成鶏では産卵低下などの

被害を受け，甚だしい場合は死亡にいたるので加

害性が強いといわれている 2）10）13）20）22）25）。また，

夜間の吸血に伴い鶏は安眠を妨げられることで生

理的，心理的な被害も受けている。従来の知見で

は，ワクモは昼間においては鶏舎やケージ支持台

などの物陰や割れ目，堆積され生乾きになった鶏

糞や塵埃の中などに棲息していて，夜間に移動し

て鶏体に至り吸血する生態をもち，昼夜を通して

鶏体に寄生して繁殖することはないとされている
2）9）11）。ワクモはスピロヘータ，家禽コレラ，ト

リパノゾーマ，セントルイス脳炎ウイルスなどを

媒介伝播するといわれているが 20）22）24），養鶏産

業においてはかかる病原体の伝播の事例は報告さ

れていない。

ワクモは気温が高い季節に活動が活発で，増殖

も盛んになる。そして気温の低下とともに活動も

増殖も衰える性質がある 9）13）20）21）22）25）。この

性質のため，わが国の養鶏産業では鶏舎の断熱性

が劣り飼養羽数が少なかった1960年代後半頃
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までは，ワクモの寄生は 5 ～ 9 月に多く観察

され，11 ～ 2 月には寄生がみられないのが一

般的であった。しかし，断熱性の高い構造の鶏

舎が建設され鶏の収容密度が高くなるに伴い，

年間を通じて鶏舎内気温がワクモの棲息に適し

た状態となるため，現在では地域を問わず年間

を通じてワクモの寄生がみられる養鶏場が多い
2）11）。1994 年に愛知県下の採卵養鶏場 650 の

約 1/3 に当たる 210 の養鶏場におけるダニ類

の棲息状況の調査結果によると，ワクモの寄生

がみられた養鶏場は 4戸（1.9%），トリサシダ

ニの寄生がみられた養鶏場は 9戸（4.3%），ト

リサシダニとワクモの 2 種類のダニの寄生が

みられた養鶏場は 187 戸（89.0%）であり，ダ

ニ類の寄生がみられなかった養鶏場は僅かに小

規模な 10 戸（4.8%）のみで，95% 以上の養鶏

場がダニ類の寄生を受けていた。

なお，トリサシダニ Ornithonyssus sylviarum

はダニ目，オオサシダニ科，イエダニ属に分類

され，昼夜を通じて鶏体に寄生し吸血する加害

性の強いダニで，ワクモとは逆に気温の低い季

節に活動が活発になり，気温が高くなると衰え

る性質を持っているが 1）4）5）7）8）14）17）26），現

在ではワクモと同様に年間を通じて寄生がみら

れる。わが国では 1950 年代まではトリサシダ

ニの棲息はなかったが，1963 年に北岡と秋山

により愛知県下の養鶏場で棲息が初めて確認さ

れた 12）。その後棲息分布は急速に拡大し，現

在では全国に及んでいる。

前述のごとく，従来の知見ではワクモは夜間

においてのみ鶏から吸血し，夜明けとともに鶏

体から離脱するとされているが，著者らは1992

年 10月にトリサシダニの寄生実態を調査してい

る際に，愛知県高浜市の複数の養鶏場でトリサ

シダニに似ているがトリサシダニよりもやや大

きく，赤色ないし黒色を呈し，昼夜を通して鶏

体に寄生し繁殖している小動物の存在を認め

た。この小動物は鶏に単独で寄生している場合

とトリサシダニと共寄生している場合があっ

た。この小動物を同定した結果，ワクモである

ことが判明した。夜明け前に鶏体から離脱する

ことなく昼夜を通して鶏に寄生し，繁殖する生

態を持つ常在寄生性ワクモに関する報告はこれ

までにはなかった。

3．常在寄生性ワクモの同定

常在寄生性ワクモが発見された高浜市吉浜周

辺には採卵養鶏場が48戸あり，いずれもケージ

方式により鶏を飼育している。主として家族労

働により経営しているため養鶏場当たりの飼育

羽数は比較的少なく，10,000 ～ 30,000 の産卵

鶏とその更新鶏を飼育している養鶏場が多い。

また，古くから養鶏がなされていたため，長い

年月を経過した古い鶏舎と新しい鶏舎が混在し

ていて，疾病の発生も多い地域である。また，

奇しくもこの地域は，1963年に日本ではじめて

トリサシダニの寄生が確認された地域でもある。

最初に小動物の寄生が観察された高浜市吉浜の

養鶏場では成鶏約21,000羽，その更新用の雛約

6,000羽が飼育されていた。産卵鶏用鶏舎はスレ

ート葺きの木造開放鶏舎で，雛段状に2段のケ

ージを設置していた。養鶏場で小動物が単独で

寄生している鶏から種の不明な小動物を採取し，

種の同定を行った。また，他の寄生小動物がト

リサシダニであることを確認するためにトリ

サシダニと思われる小動物が単独寄生している

鶏から材料を採取し同定を行った。鶏の内側と

外側の両腹域 16）19）の羽毛を皮膚から1～ 2mm
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の位置で小動物と共に切り取り，羽毛から小動

物の成虫を分離して採取瓶中に保存した。採取

した小動物を白坂と伊戸（1980）23）の方法に

従ってガム・クロラール液により固定，標本を

作製し，Moss（1968）18）の記載に従って光学

顕微鏡及び走査型電子顕微鏡を用いて形態的特

徴を観察し種を同定した。更に，成虫採取の際，

同時に羽毛から分離された小動物の卵，幼虫

（Larva），第一若虫（Protonymph）及び第二若

虫（Deutonymph）を採取し，成虫（Adult）と

なるまで飼育した。成虫の形態学的特徴を光学

顕微鏡で観察し種を同定した。

光学及び走査型電子顕微鏡による寄生小動物

の成虫の形態的特徴を観察した結果を，簡単に示

すと以下の通りであった。小動物の成虫には体

形のやや大きな胴長0.7～ 1.Omm，胴幅O.5～

0.7mmの個体と，それよりやや小形で胴長0.5

～0.7mm，胴幅0.3～O.4mmの個体に大別された。

体色は灰白色のものから赤色ないし褐色，黒色を

呈するものまであった。小動物の鋏角は細長くて

剛針状を呈し，背板は角張って五角形に似た形態

であった。背板の紋理は網目状で，胸板は細く波

形で2対の毛が生え，生殖腹板は舌状であった。

肛板は幅広く亜三角形状を呈し，肛門は肛板の中

心部より後方に開口していた。

小形の小動物の背板は大形のものに比べて広

く，長さは約0.6mm，幅約0.4mmで，雄に特有

な全腹板は脚後部で僅かに膨らみ，2対の腹毛が

見られた。鋏角の先端は小さな鋏状であった。

次に，トリサシダニと考えられた小動物を確

認のため同定した結果は以下の通りであった。こ

の小動物にも大形と小形が区別された。大形の

ものの胴長は約O.6mm，胴幅は約0.4mmであっ

た。鋏角の先端は鋏状で，背板はやや広く，背

板後部に 2 対の毛が観察された。胸板は幅広

く角の尖った台形状を呈し，2対の毛が観察さ

れた。肛門は肛板の中心より前方に開口してい

た。小形のものの胴長は約 0.45mm，胴幅が約

0.25mmであった。全腹板は肛門の前方で明ら

かに細くなっていた。

ワクモ及びトリサシダニの形態と主要な器官

の名称は図 1のとおりである。種不明の小動物

のうち大形のもの及びトリサシダニと思われる

小動物のうち大形のものの主要な形態学的特徴

の観察結果を纏めて表 1に示す。

なお，夜間における小動物の寄生を調べた結

果，養鶏場の産卵鶏及び材料を採取した産卵鶏

ともに夜間でも鶏体に 2 種類の小動物が観察

され，昼夜を通じて寄生が継続していることが

確認された。

採取した材料には成虫以外に卵，幼虫，第

一若虫及び第二若虫と考えられる各発育段階

のものが含まれていたが，成虫以外の各発育

段階の形態的特徴により種を識別することは

不可能であった。種の不明であった小動物の

成虫の形態的特徴（表 1）及び小動物の各発

育段階のものが成長した成虫の形態的特徴は

既報のワクモの形態学的特徴 3）8）15）18）22）と

一致し，大形のものは雌，小形のものが雄で

あると同定された。また，小動物成虫の体色

が灰白色から黒色まで各様であったのは，各

個体の吸血状態によるものと推察された。確

認のため同定したトリサシダニも，その形態

的特徴 3）8）15）22）からトリサシダニに間違い

ないことも明らかになった。

以上の結果から，ワクモとトリサシダニがそ

れぞれ単独に，または両ダニが共寄生の状態で

寄生している事実が知られた。これらのワクモ

鶏に寄生するワクモとトリサシダニの生態
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は夜明けになっても鶏体を離脱することなく，

昼間でも鶏体上に寄生している常在寄生性ワク

モであることが明らかになった。

4．養鶏場における常在寄生性ワク
モの寄生実態

1）養鶏場におけるダニ類寄生の実態調査

常在寄生性ワクモはある養鶏場で偶然見つか

ったが，他の養鶏場においても常在寄生性ワク

モが棲息していることが考えられた。そこで，

常在寄生性ワクモの棲息が確認された養鶏場を

中心として半径約50kmの範囲内にある17養鶏

場で飼育されていた日齢の異なる産卵鶏54群に

ついでダニ類の寄生状況を調査した。1鶏群につ

いて100羽を調査対象としたので調査総羽数は

5,400羽となった。調査結果を表2に示す。

調査した 17 養鶏場，54 鶏群で観察された

ダニ類はワクモとトリサシダニのみであった。

表 2に4養鶏場で観察された常在寄生性ワク

モとトリサシダニの寄生状況を示す。常在寄生

性ワクモの寄生が認められたのは調査した17 養
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鶏場のうちの 4養鶏場（23.5%）で，飼育され

ていた 54 鶏群のうちの 7 鶏群（13.0%）であ

った。

前項までに記載した実験と調査により常在寄

生性ワクモが存在し，その寄生も特別な事例で

ないことが知られた。

2）寄生が重度となった鶏の状態

常在寄生ワクモが単独で寄生した鶏のうち，

寄生程度が重度となると内側腹域の羽毛は図 2

に示すように寄生したワクモとその排泄物，鶏

糞などが付着して汚れ，乾いて手触りが固く，

曲げれば折れるような感じの状態になってい

た。さらに，寄生が極度に重度となった鶏では

汚れた羽毛の先端部が互いに絡み合って球状ま

たは釣鐘状の集塊が形成され，集塊の表面及び

内部には無数のワクモの卵，幼虫，若虫及び成

虫が認められた（図 3）。集塊の形成は内側腹

域のみで，他の羽域には認められなかった。

3）離脱ワクモ数と検出されたワクモ数

養鶏場で飼養されていた常在寄生性ワクモが

単独で寄生していた 3羽の鶏をプラスチック容

鶏に寄生するワクモとトリサシダニの生態



― 6―動薬研究　2001.11. № 61

器に収容して，2 時間間隔で連続 48 時間観察

し鶏体を離脱するワクモ数を調査した。その後

供試鶏の羽毛を剪羽してワクモ数，ワクモ卵を

調査した。離脱ワクモ数と検出されたワクモ数

は，表 3に示す。常在寄生性ワクモの寄生羽域

は内側腹域が最も多く，下腿域にも少数のワク

モがみられたが，他の羽域には寄生が認められ

なかった。内側腹域の羽毛からは多数ワクモの

卵，幼虫，第一若虫，第二若虫及び成虫が検出

され，離脱したワクモ成虫数は鶏体から検出

されたワクモ成虫数のそれぞれ 3.2%，7.2%，

19.3% であった。圧倒的多数のワクモが鶏体上

で寄生しており，ワクモが昼夜を通じて鶏体に

寄生していることが明らかとなった。ワクモが

離脱するのは，活動が非常に活発になる夜間で

あった。夜間は鶏がケージや床に腹這いになっ

て寝るものが多く，下腹域の寄生部位が床に付

くのでワクモが離脱し易いと考えられた。この

他，ワクモが寄生した羽毛が脱落することによ

って離脱するものが認められた。

5. 常在寄生性ワクモの寄生生態

1）養鶏場における寄生の発生とその後の経過

寄生の成立とその後の経過を明らかにする目

的で，先ず養鶏場において寄生の発生とその後

の経過を観察した。次に，養鶏場の調査で常在

寄生性ワクモとトリサシダニの共寄生が観察さ

れたので，ワクモが常在寄生しているのはトリ

サシダニの寄生と関連していることが推察され

た。

既に常在寄生性ワクモとトリサシダニの単独

または共寄生が発生している養鶏場の鶏舎で実

験を行った。寄生の発生が確認された 220 日

齢の産卵鶏が飼育されているケージ鶏舎の中央

部に，外部寄生虫の寄生のない同日齢の産卵鶏

40 羽を収容して供試鶏とした。供試鶏の周辺

に飼育されていた非供試鶏の多くはダニ類の寄

生を受けていたので，供試鶏は常に寄生を受け

る危険に曝されている状態にあった。

ダニ類の寄生数は正確な計測が困難であるた

め DeVaney et al.（1977）6）が記載した寄生指

数（Mite Index）により個体別に記録した。寄

生指数が意味する寄生ダニ数の範囲を表 4 に

示す。

実験に供用した鶏舎に飼育されていた非供試

鶏の多くはダニ類の寄生を受けていて，寄生指
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数が 4 の鶏が多かった。養鶏場における寄生

の観察結果を表 5 に示す。供試鶏を鶏舎に収

容した 7日後には 24 羽にトリサシダニが寄生

し，14 日後には全ての鶏に寄生がみられた。

鶏 1 羽当たりに寄生するトリサシダニの数も

多くなり，寄生指数が 4 以上となった。収容

35 日後にはトリサシダニとワクモが共寄生し

ている鶏が 15 羽認められ，56 日後には全鶏

が共寄生の状態となった。共寄生の初期には 1

羽の鶏に寄生するダニはトリサシダニが多く，

ワクモが少なかったが，日数の経過に伴ってト

リサシダニが少なくなり，ワクモが増加した。

しかし両ダニを合わせた寄生指数が 4 以下と

なる場合は少なく，トリサシダニとワクモの両

ダニを合わせて 1羽当たり 1,001 ～ 10,000 の

範囲のダニが寄生していた。収容 63 日後には

4羽にトリサシダニが認められず，ワクモの単

独寄生となっていた。その後，共寄生の鶏は減

少し，ワクモ単独寄生の羽数が多くなった。収

容 140 日後には全ての鶏がワクモ単独寄生と

なり，実験を終了した 210 日後まで単独寄生

の状態が継続した。寄生指数は収容 112 日後

から低下する傾向となり，210 日後に 2.4 とな

った。

トリサシダニと同様に集塊が形成された個体

の寄生ワクモ数は著しく多く，寄生指数で 5

であった。下腿域（大腿部）にも少数のワクモ

寄生が認められた。内側腹域と下腿域以外の羽

域には寄生は認められなかった。

2）実験的手法による寄生の成立とその後の経過

常在寄生性ワクモ及び非常在寄生性ワクモ

（普通ワクモ）の第一若虫を人工寄生させて，

実験的手法により寄生を発生させ，寄生状態を

観察した結果を表 6に示す。

予めトリサシダニを寄生させた後に常在寄生

性ワクモの第一若虫を人工寄生させ，実験的手

法により寄生を発生させた場合の結果も養鶏場

における結果とほぼ同じであった。しかし，ワ

クモとトリサシダニの共寄生が始まったのは養

鶏に寄生するワクモとトリサシダニの生態
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鶏場では収容 35 日後であるのに対し，人工寄

生させた場合は人工寄生 5 日後で，共寄生し

ていた期間も 108 日間（35 日後から 133 日

後まで）と 30 日間（5 日後から 35 日後まで）

で結果が異なっていた。この理由については明

らかでなく，解明は今後の課題である。

一方，外部寄生虫の寄生がない鶏に常在寄生

性ワクモの第一若虫を人工寄生させると寄生が

成立し（群 2），実験が終了するまで寄生が継

続した。この事実は予めトリサシダニの寄生が

なくても常在寄生性ワクモの寄生が成立するこ

とを示していて，トリサシダニの寄生は常在寄

生性ワクモの寄生に必要な条件でないことが知

られた。

次に寄生ワクモ数についてみると，トリサシ

ダニなどの外部寄生虫の寄生のない鶏に常在寄

生性ワクモが寄生した場合（群 2）の平均寄生

指数は 2.5 以下であったのに対し，トリサシダ

ニが寄生していた養鶏場における観察結果（表

5）及び予めトリサシダニが寄生した鶏に第一

若虫を人工寄生させた場合（表 6，群 1）はと

もに 4.0 あるいはそれ以上であり，トリサシダ

ニの寄生がある場合には常在寄生性ワクモの

寄生数が増加していた。養鶏場で飼育されてい

た鶏で内側腹域にワクモの集塊が形成されたの

は，予めトリサシダニが寄生しさらにワクモと

共寄生することで，寄生するワクモの数が著し

く多くなった（寄生指数，5）ためと考えられる。

また，常在寄生性ワクモの卵を艀化して得た

第一若虫を人工寄生させると鶏に常在的に寄生

が成立したこと，一方で非常在寄生性ワクモの

第一若虫の人工寄生ではワクモは夜間にのみ鶏
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体に棲息し昼間には鶏体から離脱した。この事

実はワクモの常在寄生性または非常在寄生性は

それぞれのワクモが持っている生物学的形質で

あること，その形質は遺伝的に次世代に伝達さ

れることを示唆している。

常在寄生性ワクモに関する報告はない．その

理由として，

①寄生環境に適応して常在寄生している，

② 遺伝的な変異により常在寄生性が発現し

た，

③ 今までの研究でその存在が見落とされてい

た，

ことが考えられる。このうち①寄生環境に対

する適応はトリサシダニの先行寄生がなくても

常在寄生性ワクモの寄生が成立すること，②常

在寄生性の形質は遺伝的に次世代に伝達される

ことから否定される。遺伝的な変異については

今後に残された研究課題である。③については

ワクモは夜明けとともに鶏から離脱するとする

従来の知見のため，ワクモの寄生調査は夜間に

行われるのが一般的で，昼間に観察が行われる

ことはない。また，ダニ類の寄生数が少ない場

合は寄生を見落とす可能性が高い。本実験の群

2の結果（表 6）で知られるように予めトリサ

シダニの寄生がない場合は常在寄生性ワクモの

寄生数は比較的少なく，寄生指数が 1 である

鶏も多かった。さらに，ワクモとトリサシダニ

の形態的特徴に基づく種の識別も肉眼では難し

いため，昼間の観察で寄生が認められた場合は

一括してトリサシダニの寄生と誤って診断され

る可能性が高い。これらのことから，常在寄生

性ワクモが見落されていた可能性も高いと考え

られる。遺伝的な変異の解明とともに今後の課

題である。
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ダニの分子を用いたダニ媒介性感染症の

予防―抗ダニワクチンの開発―
小沼　操　ムレンガ・アルバート　中島美枝　津田明子　杉野麻衣子

１．はじめに

家畜を吸血する節足動物としてマダニは最も

重要である。マダニの吸血に伴い，家畜は直接

に被害を受けるだけでなく，吸血の際に伝播さ

れる伝染病による被害をも被る。これらの被害

を合計すると，全世界で，年間，数億ドル以上

にのぼる。このマダニの吸血被害に対する対策

として，一般的には抗ダニ剤の散布が行われて

いる。しかし，抗ダニ剤の散布は種々の問題を

かかえている。特に，抗ダニ剤散布に伴う環境

汚染と，薬剤耐性ダニの出現は重要な問題であ

り，抗ダニ剤にかわるいくつかの方法が考えら

れている。なかでも，ダニ成分で宿主を免疫す

ることによりダニの吸血を阻害する，抗ダニワ

クチンの開発が最も活発に研究されている。マ

ダニの吸血を受けた動物は 2 回目以降の吸血

に対して抵抗性を示す。抵抗性を得た動物の抗

体やリンパ球を未感作動物に移入すると，移入

された動物にもダニ抵抗性が賦与されることか

ら，この抵抗性が免疫学的機序によることが

明らかとなっており，ダニ由来の種々の蛋白を用

いたワクチンの開発が試みられてきた。Elvin & 

Kemp（1994）1）以降，抗ダニワクチンにも分

子生物学的なアプローチが導入され，現在では，

様々なワクチン候補蛋白をコードする遺伝子を

クローニング，発現させて得られた組み換え蛋

白によるワクチンがダニの吸血を阻害するか否

かが，検討されている。Boophilus microplusの
組み換え中腸成分を用いたワクチンはすでに実

用化され，オーストラリアと中南米で用いられ

て効果をあげている。世界的にみると Boophilus

以外にも Amblyoma, Hyalomma, Rhipicephalus

など重要なダニが多く，日本では Haemap-

hysalis longicornisフタトゲチマダニによる被害
が大きい。しかし，これらのダニに対しては抗

ダニワクチンは実用化されていない。この総説

ではマダニの唾液腺由来成分に注目して，ダニ

媒介性病原体の伝播を阻害する抗ダニワクチン

の可能性を紹介する。

２．なぜ唾液腺由来成分に注目したか？

現在用いられている抗ダニワクチンはダニの

中腸成分を抗原としたワクチンであり，ワクチ

ンをすることにより免疫牛にダニの中腸に対す

る抗体が産生される。そしてダニの吸血に伴っ

て抗体がダニ体内に侵入し，中腸に結合して組

織傷害をもたらす。このワクチンによる吸血

阻害効果が発揮されるのはダニの吸血開始後 1

週間以上が必要であり，遅効性である 2）。病原

体を保有する感染ダニが吸血の際に病原体を伝

播する速度は，病原体の種類とその感染量に

より異なる。ライム病の病原体である Borrelia 

burgdorferi感染ダニ（Ixodes dammini）の例では，
吸血前に中腸に存在した菌は吸血の刺激により

hemolymph や唾液腺に移行する。唾液腺に出

現するのは吸血 3日目以降であり，それ以後，

唾液腺で増え続けて伝播可能となる 3）。実験的

に感染ダニを吸血させ，感染を調べた成績に

よると，いくつかの病原細菌や原虫では吸血 2

日目まではほとんど伝播（感染）はみられない。

しかし 3 日目以降，感染率は上昇し，吸血 5

日目以降ではほとんどの動物が感染すると考え

られる 4）。ウイルスの場合はより早く伝播する

と考えられている。従って，ダニ媒介性伝染

病の病原体の伝播を阻害するには，より速効

性のダニワクチンが必要である。そこで，病

原体の伝播を阻害するワクチン候補としてダニが

北海道大学大学院獣医学研究科・感染症教室
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吸血の際，最初に宿主に接する成分である唾液

腺由来の分子に着目した。

３．マダニ唾液腺由来分子の主な生物性状

マダニは10～14日にわたる長い吸血の間，吸

血を促進するために唾液腺の成分を動物体内に

注入する。唾液腺由来成分には，ダニの吸血を

容易にするための血液凝固阻害物質と，吸血部

位の血管拡張を促進する物質が含まれている。

また，吸血に対して障害となる，宿主の炎症反

応や免疫反応を抑える物質も含まれている。マ

ダニの唾液に含まれる免疫抑制物質等は，ダニ

媒介性病原体の宿主体内での感染成立にもたい

へん役立っていると考えられる。マダニ由来成

分による宿主の免疫抑制作用について以前の総

説 5,6,7）を参照されたい。マダニの成分による

宿主免疫系の抑制としては，補体第二経路の抑

制，ＮＫ細胞やマクロファージの活性化の抑制，

Th1 細胞の抑制などが報告されている（表 1）。

唾液由来の免疫抑制物質としてプロスタグラン

ディンE2（ＰＧＥ 2）がよく知られているが，そ

れ以外の物質についても精力的に研究されてい

る。マダニ唾液成分が病原体の伝播にどの様な

作用をするのかたいへん興味がもたれる。

４．病原体の伝播への唾液成分の関与

マダニ類の吸血により伝播されるダニ媒介

性病原体はウイルス（フラビウイルス），細菌

（ライム病のボレリア菌），リケッチア（Ｑ熱の

コクシエラ，エーリキア症のエーリキア），原

虫（タイレリア，バベシア）など多種にわた

る。これらの病原体の感染に際して，動物体内

に注入されるダニの唾液成分が病原体の増殖促

進に重要な役割を担っていることが明らかにな

っている。例えば Theileria parvaのスポロゾイ
トや vesicular stomatitis virus を，吸血後のマ

ダニの唾液で処理し，培養細胞に接種するとこ

れら病原体の増殖が促進される 8,9）。このよう

なマダニの唾液の病原体増殖促進作用は，多く

のダニ媒介性病原体に共通してみられる現象で

ある。一方，BALB/c マウスを B. burgdorferiフ
リーの Ixodes scapularis幼ダニによる頻回吸血
で感作した後，B. burgdoferi憾染ダニで攻撃し，
病原体の伝播を調べた実験では，非感作マウス

が 100% 感染したのに対して，感作マウスでは

16.7% と，抵抗性を示した 10）。病原体フリー

のダニの頻回吸血によって病原体感染に対す

る抵抗性を獲得するという現象はボレリア菌，
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B. burgdoferiのみならず，野兎病菌，Francisella 
tularensisでもみられる 11）。これは，頻回吸血

を受けた動物ではダニの唾液成分（ここには病

原体の増殖を補助する因子が含まれている）に

対する抗体ができ，唾液成分中の病原体増殖促

進作用が中和され病原体の増殖促進が起こらな

いためと考えられる。あるいは，動物に表 1の

ような免疫抑制を誘導する，唾液に含まれる免

疫抑制物質が抗体によって中和され，免疫抑制

が十分起こらず，病原体の伝播に抵抗性になる

とも考えられる。このような唾液による病原体

伝播の促進は，表 2に示すように，多くの病原

体で報告されているが，免疫抑制物質との関連

は不明である。

ダニの唾液成分と病原体増殖との関連に

ついては，Jones ら（1990）の興味深い研究

がある。それによると，ダニ（Rhipicephalus 
appendinculatus）の唾液に含まれる病原体増殖促
進因子，（これを仮に saliva activated transmission

（SAT）とよぶ）をマダニ由来の Thogoto virus

と混ぜてモルモットに接種すると，ウイルスは

単独接種の場合に比べて10倍以上も増殖する
12）。さらに，SAT をあらかじめ動物に接種し，

4～ 7日後にウイルスを同じ部位に単独接種し

ても，ウイルスの増殖が促進される 13）。SATは

pronase や protei-nase-Kなどの蛋白分解酵素処理

で失活するが，その分子レベルの解析は遅れ

ている。Urioste ら（1994）の研究ではこの分

子は唾液に含まれる免疫抑制物質として知られ

る PGE2 ではなく，分子量 5,000 かそれ以上の

分子であり，Ixodesではメスの唾液にのみ含ま
れる。そのためか，Ixodesではボレリア菌，B. 
burgdoferiやバベシア原虫，Babesia  microtiを
伝播するのはメスである 14）。ダニの唾液には

これ以外に多くの免疫抑制物質が含まれてお

り，これらの分子のいくつかはダニの吸血刺

激により発現が促進される。SAT の研究結果

は，このような免疫抑制物質や病原体増殖促進

因子をワクチンとして用いると多くのダニ媒介

性病原体の伝播が抑えられるという期待をいだ

かせる。そこで，我々はフタトゲチマダニ（H. 
longicornis）唾液腺由来成分に注目し，研究を
行っている。

５．唾液中のワクチン候補分子の検出

我々の研究室ではこれまでに表 3に示すいく

つかの遺伝子のクローニングと組み換え蛋白の

発現を行い，さらに一部については抗ダニワク

チン効果を検討している。それらについてデー

タを紹介する。

1）アレルギーを誘導する p84

マダニの吸血を阻害する抗ダニ効果のひとつ

は，宿主側のアレルギー反応と考えられる。マ

ダニの吸血により吸血局所に好塩基球，マス

ダニの分子を用いたダニ媒介性感染症の予防―抗ダニワクチンの開発―
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ト細胞，好酸球などが浸潤して脱顆粒をおこし，

ヒスタミンやロイコトリエンなどの chemical 

mediators を放出する。chemical mediators のう

ち，とくにヒスタミンは，抗ダニ因子として重

要であり，吸血阻害を起こす。そこで，まず，

ダニ由来のアレルギー（皮内反応）誘導物質の

検出を行った。幼ダニの粗抽出液を各種クロマ

トグラフィーで分画し，各ステップ毎に皮内反

応で陽性を示す画分を精製して，最終的に分子

量84,000の蛋白（p84）を得た。p84のアミノ

酸配列は，N末端のアミノ酸がブロックされて

おり，解析できなかった。しかし，トリプシン

消化後の2コのペプチド断片のアミノ酸配列を

解析し，データベースに登録されている蛋白情

報と比較した結果，第1の配列では各種動物の

セリンプロテアーゼと高い相同性が認められた。

また，第 2の配列は，大腸菌のATP結合蛋白と

一部相同性を認めた 15）。セリンプロテアーゼは

各種生物が持つ蛋白分解酵素であり，食物蛋白

の消化，血液凝固系の活性化，補体の活性化な

ど生体機能に重要な役割を担っている。ダニで

もプロテアーゼは生理機能を維持するのに必須

の酵素であり，この活性を抑えることで吸血が

阻害されることが想像できる。p84 はトリプシ

ン様セリンプロテアーゼであり，抗ダニワクチ

ンの候補になるものと考えているが，今のと

ころp84遺伝子はクローニングできていない。

そこで，以下に述べるように，ダニ由来プロテ

アーゼに的を絞って，遺伝子の検出を行った。

2）ダニ由来のプロテアーゼの検出

セリンプロテアーゼならびにシステインプロ

テアーゼは広い生物種が持っており，その蛋白

分解酵素の活性中心部は種を越えて共通に保存

されている。そこで，保存領域のアミノ酸配列

を基にプライマーを設計し，PCR法により遺伝

子の一部を増幅した。次いで 3' および 5'RACE

（Rapid Amplification of cDNA Ends）法を用い，全

長 cDNAをクローニングした。この方法により

2種のセリンプロテアーゼ（HLSG-1，2）と 2

種のシステインプロテアーゼ（HLCG-1，2）遺

伝子を得た。HLSG-1，2はそれぞれ 37.7kDa と

31.2kDa の蛋白をコードしており，主に唾液腺

に発現しているが中腸やそれ以外の組織にも発

現していた 16）。興味あることに，ノーザンブロ

ット解析の結果からHLSG-1も 2もダニの吸血刺

激により誘導された。アミノ酸配列の解析から

HLSG-1 は coagulation factor C 前駆体に類似した

酵素であると考えられる。一方，HLCG-1，2は

それぞれ33.7kDaと 37kDaの蛋白をコードして

いた 17）。

プロテアーゼは，広く原虫や寄生虫でもその生

理活性が報告されている。例えばマラリア原虫
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では，メロゾイトが赤血球に侵入したり赤血球

を破壊するのは原虫が持つセリン・システイン

プロテアーゼの作用と考えられている 18）。こ

の他に，プロテアーゼはヘモグロビンを分解し，

マラリア原虫はこれを栄養源として増殖に利用

している。このように，プロテアーゼは生物に

必須の酵素であるため，これを阻害するワクチ

ンの試みもなされている。たとえば，牛バエ

（Hypoderma lineatum, H. bovis）は 3種類のセリ
ンプロテアーゼ（hypodermin A，B，C）を持

っている。Lipid A をアジュバントとし，これ

ら 3 種類のセリンプロテアーゼを一緒に仔牛

に免疫すると，強力な液性ならびに細胞性免疫

が誘導される。免疫した仔牛は H. lineatumの
感染を 95% も防御する 19）。現在得られている

フタトゲチマダニのプロテアーゼについても，

吸血阻害効果について検討する予定である。

3）ワクチン効果を示した p29 と p34

マダニをウサギに頻回吸血させるとウサギは

マダニの吸血に抵抗性となる。そこでこのマダ

ニ抵抗性を誘導する分子を明らかにするため，

マダニに抵抗性となったウサギ血清抗体で認識

されるマダニ唾液腺由来の分子を解析した。ダ

ニ抵抗性ウサギ抗体は主に 29kDa の蛋白と反応

したが，それ以外の多くの蛋白とも反応した。

まず 29kDa の分子の遺伝子をクローニングし

たが，方法ならびに結果は以前の総説 6）に詳し

く述べられており，ここでは簡単に述べる。ダ

ニ唾液腺mRNAから cDNAライブラリーを作製

し，上記の抵抗性ウサギ血清を用いてイムノス

クリーニングした。この方法でp29遺伝子を得，

その塩基配列を決定した。アミノ酸配列より，

p29 蛋白は唾液腺から分泌されるセメント物質

中の蛋白で，吸血に際し，マダニの固着に必要

な分子と考えられた。そこで大腸菌で発現させ

た組み換えp29蛋白の抗ダニワクチン効果を検

討した。ウサギ1羽あたり組み換えp29蛋白を

1mg，フロイントコンプリートアジュバントと

共に2週間隙で2回免疫した。その後，幼ダニ，

若ダニあるいは成ダニをそれぞれ2羽のウサギ

につけ，吸血させた。その結果，免疫ウサギを

吸血させた成ダニでは飽血時の体重が顕著に減

少したが，全例生存していた。一方，幼ダニと

若ダニのそれぞれ40%と56%で吸血が阻害され，

途中で死亡した（対照の死亡率は0～1.1%）20）。

このように，p29蛋白で免疫したウサギでは幼

ダニと若ダニに顕著な吸血阻害効果を認めたも

のの，成ダニでは十分な効果が認められなかっ

た。この結果は，p29蛋白単独のワクチンでは

野外で使用した際，効果が十分ではないことを

示している。そこで，成ダニにも効果のある抗

原を得るため，p29蛋白以外の蛋白の検索を行

った。まず，p29蛋白を検出した時に用いたと

同じ抗ダニウサギ血清を組み換えp29蛋白と反

応させてp29抗体を吸収除去した。吸収後の血

清を用いてダニ唾液腺由来 cDNAライブラリー

をイムノスクリーニングし，p29以外の抗原遺

伝子の検索を行った。その結果，2つの陽性ク

ローンが得られ，塩基配列を解析した。1つは

30kDa の蛋白をコードしておりHL34と名づけ

た。HL34はダニの唾液腺のみならず，中腸で

も発現が確認された。また，吸血の刺激により，

発現が強くなっていた。もう一方がコードする

蛋白は33.2kDaであり，HL35とした。予想産物

の構造をみるとHL34，HL35ともにY（チロシ

ン残基）とYPG（チロシン―プロリン―グリシ

ン残基）モチーフがくり返し現れる部分が存在

した（図 1）。チロシンはヒドロキシル化される

ダニの分子を用いたダニ媒介性感染症の予防―抗ダニワクチンの開発―
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とドーパとなる。ドーパは物質間接着にとって

重要であることが知られており，HL34，HL35

は細胞間隙をつなぐ細胞間接着になんらかの役

割を果たしているものと推測している。HL34

の抗ダニ効果を調べるため，まず，大腸菌で組

み換え蛋白（p34）を発現させ，0.5mg/ 羽を各

群 2羽のウサギにフロイントコンプリートアジ

ュバントと一緒に 2週間隙で 2回免疫した。最

終免疫 2週間後に，免疫ウサギ 1匹あたり若

ダニ 75 匹あるいは成ダニ 40 匹をつけ，吸血

させた。吸血開始後 3日目から毎日，ダニの死

亡について観察した。その結果，p34 免疫ウサ

ギでは若ダニ，成ダニどちらの群でも顕著な死

亡率の上昇（表 4）がみられた 21）。成ダニでは

全身が赤味をおびて死んだ個体が全死亡個体の

43.5% にのぼった。このように赤色化して死亡

する例は自然条件下では認められていないが，

実験的には，中腸抗原で免疫した牛を吸血させ

た場合に認められている。p34 が唾液腺以外に

中腸でも発現していたことから，中腸抗原で免

疫した場合と同様の機構でダニが赤色化して死

亡したものと考えられる。p34 は p29 では効

果のなかった成ダニにも効果があったことか

ら，これらの抗原をカクテルにすることにより，

3ステージのダニに有効なワクチンになるもの

と期待される。

６．セリンプロテアーゼインヒビター

（セルピン）とその生理活性

次に，マダニの吸血を促進する唾液に含まれ

る生理活性物質に注目し，検討した。セリンプ

ロテアーゼは前述のように，血液凝固促進，補

体の活性化をはじめ，広く神経・免疫系にも作

用する。セリンプロテアーゼインヒビターであ

るセルピンはセリンプロテアーゼの活性を制御

することで生体の恒常性維持をはかっている。

ダニの吸血作用と関連するセルピンは血液凝固

阻害や補体の活性化阻害以外にも，後述するよ

うに多くの生理活性をもつ 22，23）。以下，セル

ピンの生理機能と抗ダニワクチンの可能性につ

いて述べる。

セルピンの多彩な作用を表 5に示す。このう
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ちダニの吸血維持に重要な血液凝固系には多く

のセリンプロテアーゼ前駆体とセルピンが複雑

に作用しあっている。

1）セルピンの血液凝固阻害作用

血液凝固には図 2に示すように，血液単独で

起こる内因性と，組織液の血液への流入で起こ

る外因性の 2つの経路がある。内因性経路は血

管壁に露出したコラーゲンなどを異物と認識す

ることで XII 因子が集合し，活性化することか

ら始まる。外因性経路は組織傷害箇所から滲出

した組織液の有効成分である組織トロンボプラ

スチンにより，X因子が活性化されることより

始まる。両経路とも最終的に X因子が活性型

Xa 因子となりプロトロンビンをトロンビンに

し，このトロンビンがフィブリノーゲンをフィ

ブリンとその重合体とすることにより血液凝固

がおこる。XII 因子，X因子をはじめとする多

くの凝固因子はセリンプロテアーゼ前駆体であ

り，凝固の過程で活性化される。正常の止血の

際には，行きすぎた血液凝固にならないように

フィードバック機構が働いて，前駆体のセリン

プロテアーゼと活性型のバランスを調整する。

この調整に働いているのが，アンチトロンビン

やヘパリンコファクター II などのセルピンで

ある。遺伝子はとられていないが，アンチトロ

ンビン活性が数種のダニの唾液で報告されてい

る 24，25，26）。

また，マダニの吸血に際し，組織傷害箇所

から adenosine diphosphate（ADP）が出され，

これが血小板凝集をうながす。しかし，マダニ

は血小板凝集を阻害するために唾液中に血小板

凝固阻害酵素，アピラーゼを持つ 27, 28）。アピ

ラーゼは ADP による血小板凝集を阻害するこ

とから，アピラーゼを抗ダニワクチンに利用し

ようとする考えもある。

2）セルピンによる補体活性化の制御

補体の活性化にもセリンプロテアーゼとセル

ピンは密接にかかわっている。図 4に補体の古

典経路における活性化とセルピン（C1 インヒ

ビター）の作用を示す。古典経路の最初の因子

は C1 である。C1 は Clq，Clr，Cls という 3 種

類の分子からなり，Clr と Cls 各 2 分子が Clq1

分子に結合して一つの複合体を形成する。病原

体が侵入し，病原体に抗体が結合して免疫複合

体が形成されるとそれが引き金となり，抗体分

子に Clq が結合して補体活性化が開始される。
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これにより Clr 分子の酵素活性が活性化され，

この活性化 Clr によって会合している Cls が分

解されて活性型のセリンプロテアーゼが生成す

る。この Cls の活性化が C4 に作用し，以下，

補体のカスケード反応がおこる。セルピンで

ある C1 インヒビターは Clr と Cls に結合して

Clq より解離させ，補体活性化を阻害している。

同時に C1 インヒビターは自然に活性化される

C1 分子による補体活性化を制御している。

この他に炎症反応を調節するセルピンとし

て，α 1 アンチキモトリプシンやα 1 プロテ

アーゼインヒビターがある。炎症に際して白血

球はカテプシン G やエステラーゼなどを放出

し，組織はこれらの酵素によって傷害を受ける

が，セルピンはこの作用を調節している（表 5）。

3）セルピンの宿主免疫系の修飾作用

マダニの吸血は宿主の自然免疫（innate 

immunity）と獲得免疫（acquired immunity）

の両者を抑制する。これは長期の吸血を促進す

るためのものであり，その結果として病原体の

伝播がしやすくなると考えられる。C3H マウ

スを各種サイトカイン（TNF α，IFN α，IL2）

で処理すると，ライム病の病原体をもつマダニ

（I.scapularis）で吸血させた際の病原体の伝

播が阻害されることが知られている 29）。こ

れらサイトカインはマダニの吸血で産生が抑制

されるサイトカインであることから，ダニの唾

液成分によって宿主免疫系が抑制され，サイト

カインの発現が抑えられることで病原体の伝播

が促進される可能性を示すものである。ダニの

セルピンの作用については，後述するように研

究が始まったばかりであるが，セルピンがもつ宿

主免疫系の修飾作用としてウイルスでの例が知ら

れている。たとえばcowpox virus がもつセルピ

ンの 1 つ Cram A は 38kDa の蛋白で caspase1

活性を抑制し，IL1 βの生成を抑制することに

より抗炎症作用を示す 30）。また同時に Cram A

は TNF αや Fas リガンドによるアポトーシス

を阻害することで，細胞内に感染した cowpox  

virus の生存を助けている 31）。

4）マダニによる血液凝固阻害

吸血に際し，宿主の凝固系を阻害することは

マダニにとって必須なことである。マダニが吸

血している部位ないしは中腸で血液が凝固して

しまうと，餌としての血液を得ることができな

い。血液凝固が促進すると，マダニは吸血阻害

を受けると同時に，病原体の伝播も阻害される。

マダニは約 2 週間もの長期にわたり血液を

凝固させることなく，吸血を続ける。マダニ

の口吻と同じような針を動物体表に突き刺す

と，その損傷による出血は血液凝固系が活性化

することで止められる。しかしマダニの口吻が

入った場合はそうはならない。それはマダニの

唾液中に含まれる血液凝固阻害物質による。血

液凝固系は図 2に示すように基本的にはセリン

プロテアーゼの活性化でおこるが，その反応は

セルピンで制御されている。吸血昆虫である蚊

は抗凝固作用を示すセルピンをもっている。こ

の抗凝固作用を示すセルピンはメスの黄熱蚊，

Aedesaegypti の唾液に含まれる 55kDa の蛋白で

血液凝固因子Xaに直接作用し，阻害する 32）。

マダニの場合も，吸血に際し，セルピンを注

入することにより宿主の血液凝固カスケードを

ブロックしていると考えられる。そこで抗ダニ

ワクチンとして，ダニ由来のセルピンで動物を

免疫すると，セルピンの作用が阻害されて血液

凝固が進み，ダニが吸血できなくなるだろうと

考えている。図 4にはマダニの吸血により病原
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体が宿主体内に侵入する際の唾液成分の役割

について示した。唾液成分のうち SAT，セルピ

ン，ならびに免疫抑制物質がそれぞれ異なるも

のか，それとも同一のものであるのかは今のと

ころ不明である。これを明らかにするためマダ

ニ由来のセルピン遺伝子のクローニングをここ

ろみた。

７．マダニのセルピン遺伝子の検出と生物性状

セルピンは多くの生物種でその遺伝子がクロ

ーニングされている。寄生虫のセルピン遺伝子

は Schistosoma mansoni, Brugia malayi,Toxoplasma 
gondii等で報告されている 33,34）。節足動物で

は蚊の Aedes aegypti とマダニの Ixodes ricinus

で検出されている。Ixodesの場合は Genebank

に登録されているものの，性状は全く不明で

ある。そこでマダニからのセルピン遺伝子

の検出，発現ならびにその生物性状について

検討した。材料はアフリカのコイタマダニ属

の Rhipicephalus appendiculatusと日本のフタト

ゲチマダニ（H. longicornis）を用いた。方法
は既知セルピン遺伝子に認められる保存領域

（NAVYKFG と DVNEEG）を増幅するＰＣＲプ

ライマーを設定し増幅し，次いで 3' と 5' 末端

をのばす RACE 法を用いて全長のセルピン遺伝

子を得た 23）。

この方法により R. appendiculatus4 つの，H. 
longicornisから 3 つのセルピン遺伝子を得た。
R. appendiculatusの 4つの遺伝子（RAS-1-4）は
それぞれ 378，380，398，486 個のアミノ酸

をコードしていた（Mulenga ら 準備中）。これ

らの遺伝子は主に唾液腺で発現しており，その

発現は吸血により増加している。大腸菌組み換

えセルピン蛋白はキモトリプシンに対して強い

抑制活性を示したことより，生物性状の点から

もセルピンであることが確かめられた。現在ウ

サギを用いて抗ダニワクチン効果を検討してい

る。

今後，例えばイヌとバベシア原虫を伝播する

H. longicornisの系で，これまで遺伝子のとられ

ダニの分子を用いたダニ媒介性感染症の予防―抗ダニワクチンの開発―
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たセルピン，また p29，p34 などの唾液腺由来

蛋白のカクテルを用いて，病原体伝播の阻止が

可能か否か検討することを計画している。
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養殖魚類に寄生する Benedenia seriolae
に対するプラジクアンテルの効果について

横山勝義

はじめに

ハダムシ症とは，海産養殖魚類の寄生虫病

で，魚類の体表上に，単生類の 1 種 Benedenia 
seriolaeが寄生することにより発症する。
小割式養殖が普及し始めた当初は，生賓網の

防汚塗料として有機スズの一種である TBTO が

使用されていた。この TBTO が網地に絡まって

いる虫卵を殺滅し，本病の発症を抑えられてい

たが，TBTO の使用が規制されて以来，ハダム

シ症が増加傾向にあると言われている。本来，

高水温時期に多発する傾向のあった本病が，場

所によっては年間を通して養殖業者を悩ます

ケースも増えている 1）2）。

Benedenia seriolae（以降ハダムシと称す）の
虫体は透明であり，偏平で小判形をしている。体

長は通常，5～10mmで5.4mm以上のものが産

卵可能な成熟虫とされている。ハダムシの虫卵は

四面体で一端に長いフィラメントを有しており，

これが生簀網に絡まり孵化を待つ。孵化子虫（オ

ンコミラキジウム）が感染源とされている。

寄生した艀化子虫は，宿主の粘液や上皮細胞

などを栄養源とし，宿主上で成熟する（図1）2）3）。

ハダムシが体表に少数寄生している場合には

その寄生に気がつかないことが多い。しかし，

多数寄生している場合，粘液を分泌し，白濁し

て見えるようになる。また，網に体を擦りつけ

るようになり，それによって寄生部位はびらん

し，ビブリオ菌などの細菌の感染門戸となり，

被害が大きくなるケースもある 1）2）3）。

現在，海面養殖魚の寄生虫対策としては，①

淡水浴・②過酸化水素水による薬浴の方法が一

般的に行われている。上記の方法では，体表上の

寄生体を確実に駆除できるが，処理される魚

類への刺激・ストレスが大きいため，予期せぬ

事故が発生したり，または大変な労力と時間が

かかるといった問題点もあり，改善が求められ

てきた 7）。昨年，プラジクアンテルを有効成分

とした国内初の水産用経口駆虫剤が発売され，

さまざまな養殖現場にて使用されている 6）。本

稿では，市販されている 2 製剤を用い，海産

養 魚類に寄生する Benedenia seriolaeに対する
効果を検討したので報告する。

材料および方法

1. 試験実施場所（表 1）:

鹿児島県の 3 養殖場，大分県の 1 養殖場，長

崎県の 2 養殖場，山口県の 2 養殖場および愛

媛県の 2養殖場，合計 10 養殖場

2. 試験実施期間 : 2000 年 5 月～ 10 月

3. 供試魚 : ハダムシ （Benedenia seriolae）寄生
の認められたスズキ目魚類（ブリ・カンパチ），

バイエル株式会社動物用薬品事業部
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平均魚体重 23g ～ 284g，合計 156,252 尾を

供した（表 1）。

4. 供試薬剤 : プラジクアンテル 50% 含有製剤

（商品名 : ハダクリーン ; バイエル KK，水産用

ベネサール ; 協和発酵工業 KK）を用いた。

5. 試験方法 : 表 2に試験の流れを示した。供試

薬剤の投与量は，用法・用量に応じ 0.3g/kg 魚

体重 / 日× 3日間連続投与とし，これを餌料に

混じて投与した。投薬前と投薬終了後 1 日目

に各々 30 尾づつサンプリングし，1尾づつ淡

水浴を施し，脱落した寄生虫を計数しそれぞれ

の寄生数とした。また，投薬終了後 1日目に採

集された寄生虫をさらに剖検し，成熟虫である

か寄生直後の幼虫であるかを検討した。さらに、

試験期間の斃死尾数の計測とその原因の調査も

同時に行った。

6. 効果判定方法 :

●無投薬対照区を設定できない場合 :

投薬前及び投薬終了後における平均寄生数の比

較を実施（Wilcoxon 順位和検定 ; 両側 p<O.05）

判定基準 :

投薬前＞投薬終了後（有意差有） ; 有効

投薬前≦投薬終了後 ; 無効

※ 投薬前≦投薬終了後で，投薬終了後の寄生直

後と判断できるハダムシを除外することによ

り，投薬前＞投薬終了後で有意差有となる場

合には「やや有効」とした。

●無投薬対照区を設定できる場合 :

投薬前及び投薬終了後の各試験区のサンプリン

グによるハダムシ寄生数の測定結果から以下の
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効果判定ⅠおよびⅡを実施し，これらの結果を

基に総合評価をおこなう。

効果判定Ⅰ : 投薬終了後における平均寄生数の

区間比較（Wilcoxon 順位和検定 ; 両側 p<0.05）

判定基準 ;

対照区＞投薬区（有意差有）  ; 有効

対照区≦投薬区  ; 無効

効果判定Ⅱ : 投薬前及び投薬終了後における平

均寄生数の比較（Wilcoxon 順位和検定 ; 両側

P<O.05）

判定基準 ;

投薬前＞投薬終了後（有意差有） ; 有効

投薬前≦投薬終了後 ; 無効

総合評価基準 :

①効果判定Ⅰ及びⅡ共に有効  ; 有効

②効果判定Ⅰで有効，Ⅱで無効 ; やや有効

③①および②以外の場合 ; 無効

検査機関 : 協和発酵工業株式会社　宇部工場　

水産研究所

試験成績と考察

表 3に全症例の試験結果を示した。試験の結

果，各試験区とも，確実に寄生数を減少させ

有効と判定された。全症例の寄生数減少率（投

薬後平均寄生数 / 投薬前平均寄生数）の平均は

76.6% であった。症例 No5・7・8・9 では投

薬終了後翌日にもかかわらず，すでに幼虫の

寄生が見受けられた。これは，供試薬剤の吸

収・排泄が非常に早い事が一つの要因と考えら

れた 4）。しかし，No7・9 の症例において，投

薬前の 1 尾当たりの平均寄生数が 78.8（魚体

重 284g），79.8（魚体重 158g）と非常に多く，

養殖生簀環境内で常にハダムシ症の感染サイク

ルが行われていることが示唆された。それゆえ

に，投薬終了後の網替えは寄生虫対策として非

常に有効であると考えられる。

また，図 2に投薬前後の寄生数をMP給餌区

と EP給餌区に分けて示した。EP給餌区におい

ては製剤が水に不溶性なため，展着剤を使用し

養殖魚類に寄生する Benedenia seriolae に対するプラジクアンテルの効果について
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て薬剤を展着させる方法で投薬した。

EP 給餌区においては，薬剤展着にて試験が

行われたので，薬剤の散逸が予測された。それ

による効果への影響が懸念されたが，いずれの

区においても有効と判断された。予測に反し，

本試験では EP 給餌区のほうがMP 給餌区に比

べ減少率が良い傾向となった。

なお，本試験ではスズキ目魚類のブリ・カン

パチにて実施されたが，魚種による効果の差は

認められなかった。

全症例20℃以上の水温域にて実施されたが，

水温による効果の差も認められなかった。しか

し，20℃を下回る水温域での試験は実施できな

かった。地域によっては，年間を通してハダム

シ症に悩まされている養殖場もあることから，

低水温域での効果の確認は今後の課題でもある。

症例 No3・4・8 以外の症例において，試験

期間中に斃死が見られたが，そのほとんどがハ

ダムシ寄生によるスレ，鰓寄生性寄生虫の吸血

による貧血，その他の疾病（細菌性疾病）によ

るもので，供試薬剤の副作用は確認できなかっ

た。No6・10 の症例の斃死原因はそれぞれ類

結節症・連鎖球菌症であった。

なお，全試験期間を通して，その他の薬剤の

使用は行わなかった。

本試験では，市販されているプラジクアンテ

ル製剤についてハダムシ（Benedenia seriolae）
に対する効果を確認したが，すべての症例にて

有効と判断された。しかしながら，1尾当たり

の寄生数が多い場合，再寄生が常時行われてい

る可能性が示唆されるため，魚類寄生虫のコン

トロールには定期的な投薬，投薬後の網替え等

の徹底が重要な要素であると考えられる。
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ハエ蛹寄生蜂を用いた
ハエの総合管理技術

朝見恭裕 *　大関輝男 **　波多野義一 *

はじめに

畜舎におけるハエ防除には，①環境的防除，

②化学的防除，③生物的防除などの複数の技術

を組合せることによって，ハエの発生量を経済

的かつ衛生的に許容できる水準に保つ，という

総合的防除の必要性が叫ばれて久しい。しかし

ながら，現状の殆どのケースでは，殺虫剤のみ

に頼らざるを得ないようである。一方，近年米

国やカナダを含めた幾つかの国の科学者がイエ

バエの生物的防除にハエの蛹に寄生するコバチ

類（ハエ蛹寄生蜂）を利用して成功しており，

現在この方法は商業的にも利用されている。筆

者らは，日本の畜鶏舎における「ハエ蛹寄生蜂」

の有効性を確認する為に野外試験を実施したの

でその内容を紹介する。尚，試験結果を説明す

る前にハエの総合管理技術のツールとしての環

境的防除，化学的防除，生物的防除について簡

単に説明する。

１．環境的防除

ハエの幼虫は 60～ 80% の水分の畜糞中で好

んで繁殖する。その為，堆積鶏糞への気流確保

による乾燥化，漏水や過剰な給水の防止，雨水

などの鶏舎内への流れ込みの防止，飼料のこぼ

れおちの防止，壊れた卵や鶏の死体の除去，酪

農などでボロ出しを定期的に実施することなど

は，ハエの発生数を減少させる。これらの手法

は殺虫ではないが，ウジの繁殖数を抑えること

になる。ハエが大量発生するような場面では，

これらの点がおろそかになっている場合が多

く，軽視出来ない要因である。除糞のタイミング

によってもハエの発生量は大きく違う。鶏舎など

では春から夏の除糞はコンクリート水面に水分の

多い鶏糞が溜まる為，突発的な大発生に繋がる

ことがある。また，2週間に 1度の除糞頻度で

もイエバエが幼虫期間を全う出来る為に，長期

に堆積した場合よりもハエの発生数が多くなる

ことがある。今後のハエの総合管理においては，

この環境的防除の観点から作業を計画的に実施

していくことが重要となるものと思われる。

毎週きれいに除糞できるような設備や作業環

境下では，ハエは発生しない。勿論除糞後に速

やかに醗酵処理できることが条件となる為，全

ての農場でこれを実施するのは難しいものと思

われる。

２．化学的防除

殺虫剤は，害虫の防除に関して我々に多大な

る貢献をしてきた。そして今後も害虫防除の重

要なツールであることに変りはないと思う。し

かし，今後は環境問題という観点から化学物質

の使用は必要最小限に留めることが求められる

ものと思われる。

ハエの防除における殺虫剤の使用方法に関し

ては，有機リン剤やピレスロイド剤による成虫

対策一辺倒の時代から，ＩＧＲ剤の上市によっ

て幼虫対策と成虫対策を実施する理想的な防除

体系に変化してきた。しかしながら「イエバエ

は最も広い地域で抵抗性を獲得する最も高い能

力を有する昆虫である」と国連の環境部が1979

年にネイチャー誌に報告している。幼虫対策と

成虫対策とで，異なる薬剤系統を使用していた

としても抵抗性が発達するケースがあり，殺虫

剤の使用量を増加させる要因にもなっている。

後述するように，ハエが発生するところには

その天敵類も発生するようになる。「生物的防除」

を利用する，しないに係らず，ハエには効果的

*日本農産工業株式会社　研究開発センター　** 同社　東北支店
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だが天敵類に影響の少ない薬剤や用法を選択し

た方が効率的であると思われる。

幼虫対策としてのＩＧＲ剤は種類によっても

異なるが，ウジに対する特異性が高い薬剤であ

る。特にハエ蛹寄生蜂に対しては殆ど影響を与

えない。成虫対策では，ウェットベイトやドラ

イベイトという手法が天敵類には影響しない手

法となる。ハエ成虫が大量に発生した場合の空

間噴霧手法も残効性の少ない薬剤を選択するこ

とによって，天敵類に影響少なく利用すること

が出来る。

更にこれらの効果を確実にする為に，筆者ら

は年に 1 回薬剤の感受性試験を実施し，ハエ

に対する効果が高く，天敵には影響の少ない薬

剤の選択を農場に提案している。

３．生物的防除

ハエの天敵となる微生物や昆虫類は数多くあ

り，国内外でその利用が試みられてきた。ハエ

の卵や若齢幼虫を捕食する，ガイマイゴミムシ

ダマシやエンマムシ科やハネカクシ科などの甲

虫類，ハサミムシ類，クモ類，ハエダニなどは

古くから研究されている。

また、幼虫期にウジを捕食する H aenescens

（イエバエ科の一種）はヨーロッパのウィンド

レス豚舎では商業的に利用されていて，日本

にも導入された経緯がある。

微生物に関しては、ウジに対する昆虫寄生性

線虫の利用や，イエバエ成虫の病原糸状菌であ

る Entomophtora muscaeの利用に関する研究が
なされているが，実用化には至っていない。

筆者らが放飼利用しようとするのは，ハエの

蛹に寄生するコバチ科の寄生蜂（以後，ハエ蛹

寄生蜂）である。ハエ蛹寄生蜂は糞尿で発生す

る一般的なハエの蛹に寄生し，普通の農場では

自然に少数発生しているが，体長 1～ 3mm程

度で非常に小さい為普段我々の目につくことは

なく，糞尿周辺に留まってハエの蛹を探してい

る。ハエ蛹寄生蜂のメスはハエの蛹に産卵管を

突き刺し，卵を産み付ける。幼虫はハエの蛹の

内容物を食べて成長し，成虫になってからハエ

の蛹に孔を開けて飛び出す。（図 1）ハエ蛹寄

生蜂には多くの種があるが，関東における筆者

らの野外観察結果では，Nasonia vitripennis, 
Spalangia endius （図 2）， Muscidifurax raptor

ハエ蛹寄生蜂を用いたハエの総合管理技術
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が同地域の主な発生種のようである。

通常の環境化では，「ハエ蛹寄生蜂」の生息

数（寄生率）は低いので，人為的に生産した「ハ

エ蛹寄生蜂」を農場で放飼して利用する。放飼

利用のポイントはハエの蛹が存在するような場

所に毎週定期的に放飼することである。

ハエは害虫の中でも極めて繁殖力が強い。ハ

エの発生管理における天敵の利用においては，

「ハエ蛹寄生蜂」を放飼して利用するとともに，

自然発生する甲虫・ダニなどの捕食性天敵を有

効に活用する必要がある。その為には，先述の

「環境的防除」に留意してウジの繁殖数を抑え

るとともに天敵類の活動性を高め，殺虫剤は天

敵になるべく影響しないように使用する総合的

なアプローチが必要となる。次に実例を含めて

「ハエ蛹寄生蜂」を用いたハエの総合的管理に

ついて紹介する。

４．ハエ蛹寄生蜂の野外試験結果

1.ウィンドレス高床式鶏舎での試験例（茨城県）

本農場ではイエバエのみが発生していた。従

来ＩＧＲ剤の散布を約 2 週間に 1 回の頻度で

堆積鶏糞に散布し，成虫対策としてピレスロイ

ド剤による空間噴霧を適時実施されていた。特

にピレスロイド剤に対する抵抗性が強く，年々

希釈倍数を高くせざるを得なくなっていた。そ

こで，A鶏舎を試験の対照鶏舎として，B・C・

D鶏舎にてハエ蛹寄生蜂を以下の条件で導入し

た。1 鶏舎の収容羽数はそれぞれ約 5 万羽で

あった。

「環境防除」

堆積鶏糞に有圧扇によって気流を与え，鶏糞

の乾燥化を促進させた。（これは従来から農場

の方が実施されていたことである。）また，給

水装置からの水漏れがある場合は，修理して対

応した。D鶏舎は 1年を通じて水漏れが観察さ

れず，堆積鶏糞は良好に乾燥されていた。通常

は 1 年に 1 回程度の除糞頻度であり，今回は

全ての試験鶏舎で期間中の除糞はしなかった。

「化学的防除」　

ＩＧＲ剤の堆積鶏糞の散布を基本的に 2 週

間に 1 回の間隔で散布していただいた。また，

夏場スポット的にウジの大量発生が認められた

場合は，その部分だけに上記の全面散布の合間

の週に，その箇所だけＩＧＲ剤を散布していた

だいた。「ハエ蛹寄生蜂」を放飼している鶏舎で，

ハエの成虫が目立つ時は鶏舎 2 階でシュガー

ベイトを実施していただいた。対照の A 鶏舎

では，従来通りのピレスロイド剤の噴霧を実施

していただいた。

「生物的防除法」

C 鶏舎及び D鶏舎にて Nasonia vitripennis に

寄生されたイエバエの蛹を毎週 5万個（寄生

蜂数にして約 10 万匹）放飼した。放飼期間

は 3 月～ 11 月までで 32 回放飼した。B 鶏舎

では，省力化とより少数の「ハエ蛹寄生蜂」で

のコントロールを狙いとして，寄生されたイエ

バエの蛹 5万個ずつを隔週で放飼した。

「試験結果」

毎週のハエ成虫数の変動をスポットカード法

にて計測した結果，特に 3・4月のハエの発生

初期に，対照鶏舎（A）とのハエ成虫の発生の差

が顕著であった。（図 3）また，7月近辺の大量

発生期においても「ハエ蛹寄生蜂」を毎週放飼
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した鶏舎ではハエ成虫の大量発生が観察されな

かった。B鶏舎（隔週放飼鶏舎）では 5月以降

対照鶏舎と同数程度のハエ成虫数となり，C・

D鶏舎と比較した場合「ハエ蛹寄生蜂」の放飼

効果に量依存性があることが観察された。C鶏

舎と D 鶏舎の比較から，堆積鶏糞の管理状況

が「ハエ蛹寄生蜂」の放飼効果に大きく影響を

及ぼすことが観察された。

A鶏舎と C鶏舎から毎週 50 ～ 100 個のハエ

の蛹をサンプリングし，寄生率を調査した。（図

4）原因については不明な部分が多いが，週毎

の寄生率は著しく変動した結果となった。しか

しながら，A 鶏舎における寄生率の平均 5.7%

と，C鶏舎の寄生率の平均 15.8% は危険率 0.05

以下で有意な差があった。

2. 酪農場での試験結果（栃木県）

4 ヶ所の酪農場にて試験を実施した。（表 1）

ハエ蛹寄生蜂を用いたハエの総合管理技術



― 32―動薬研究　2001.11. № 61

「ハエ蛹寄生蜂の放飼スケジュール」

Nasonia vitripennis に寄生されたイエバエの

蛹の数として，カウハッチ 1つにつき 1,000

個，成牛 1頭につき 200 個を毎週放飼した。

放飼期間は 4 月～ 10 月までで，計 29 回の放

飼を行った。

「試験結果」

毎週のハエ成虫数の変動をハエトリリボン法

で計測した。（図 5）酪農場では様々な種類のハ

エが発生するが，主用な種としてイエバエの結

果をグラフにしたものである。

対照区として調査を行った K農場では 5月か

らハエ成虫の発生が始まり 6・7月にピークと

なっているのに比べて，ハエ蛹寄生蜂を放飼し

た全農場では同期間ハエの発生がなかった。8

月以降 O 農場とM農場（寄生蜂の放飼のみ）

でハエ成虫の発生が確認された。これは，気温

の上昇とともにハエのライフサイクルが短くな

り，ハエの発生数が多くなった為，ハエ蛹寄生

蜂によるコントロール能力を超えたことが原因

と思われる。U農場のように，この時期 IGR 剤

などを併用するとハエの発生数は低レベルにコ

ントロール出来るものと推察される。

また，「環境的防除」として，ボロ出しの頻度

を夏場は高めるなどの対策も有効と考える。特

にカウハッチはハエ成虫も集まり易く，ウジも

大量に繁殖する傾向があるので，カウハッチの
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ボロ出しはハエ防除の成否を決めると言っても

過言ではない。

５．まとめ

今回，ハエの総合管理技術の，一つのツール

として「ハエ蛹寄生蜂」の有効性とその利用法

について紹介した。しかしながら，各農場の畜

鶏舎環境は様々である。ハエの蛹の存在する微

環境も様々であり，「ハエ蛹寄生蜂」が粘性の

高い糞，液状の糞中に埋もれている蛹に対して

攻撃を行なうのは物理的に不可能である。また，

「ハエ蛹寄生蜂」の導入に当っては，以前ご使

用になられていた殺虫剤の残効性についても充

分に気を付けなければならない。状況観察や，

農場の方とのコミュニケーションによって，「ハ

エ蛹寄生蜂」の導入が有効であるかどうかと，

適当な「ハエ蛹寄生蜂」の放飼量・スケジュー

ルを判断する。

導入後の効果に最も影響を及ぼすのは，併用

する IDR 剤の効力である。以前，高床式開放鶏

舎で実施した時は，併用した IGR 剤（P剤）に

著しい抵抗性が認められた。（表 2）このよう

な状況では，リサージェンスに近い現象が起き

て，他に何を実施してもハエは減らないという

ハエ蛹寄生蜂を用いたハエの総合管理技術



― 34―動薬研究　2001.11. № 61

ような状況になる。

また，導入後に水漏れなどの要因でウジの

繁殖量が増えて最初に設定した「ハエ蛹寄生

蜂」の放飼量を変える必要が生じることもあ

るので，導入後は農場の方と定期的にコミュニ

ケーションを図る必要がある。

筆者らは，「ハエ蛹寄生蜂」の農場への導入

手順を次のように定め，スムーズに効果を確認

していただくように努めている。

1. 現在の防除法とその問題点に関する農場の

方とのディスカッション

2. 現場の観察と「ハエ蛹寄生蜂」の放飼スケ

ジュールの作成

3. ハエの採材と薬剤感受性試験の実施

4. 放飼スケジュールと薬剤選択案の提出

5. 農場の方のご承認

6.「ハエ蛹寄生蜂」の導入

7. 定期適な状況観察と手法の見直し

細かなフォローアップ体制によって，その農

場なりのプログラムを農場の方と作り上げてい

くという姿勢が必要である。
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ヨーネ菌の感染機構ならびにヨーネ病の病
態特性、診断方法及び防疫対応

横溝祐一

はじめに

家畜法定伝染病のヨーネ病の摘発数は2000

年 12月までの5年間で3331頭にも達し，細菌

性家畜監視伝染病の中では最も経済的被害の大

きい疾病となっている。こうした事態に対応す

るため，1998年から，家畜伝染病予防法（以下，

家伝法と略）改正にともない，ヨーネ病はブル

セラ病，結核病，馬伝染性貧血なみに撲滅対象

疾病の一つとなった。搾乳牛，種雄牛，それら

と同一施設内で飼育している牛，その他農林水

産大臣又は都道府県知事の指定する牛について

は少なくとも5年ごとに ELISAによるヨーネ病

検査を実施しなければならなくなった（家伝法

第5条）。また患畜発生農場の同居牛はELISAと

糞便培養検査による反復検査を清浄化まで続

けることになった（家伝法 51 条）。対象家畜

の種類も牛，山羊，めん羊に加えて，水牛，シ

カが追加された。このようなヨーネ病清浄化へ

向けての国家防疫事業による感染牛摘発の推進
5）が最近の発生頭数急増の背景となっている

（図 1）。ヨーネ菌はラクダ，アルパカ，シロイ

ワヤギの他，野ウサギ，キツネ，イタチ，サル

等でも野外感染症例が報告されており，野生動

物と家畜との感染環の解明や動物園での症例確

認も考慮する必要がある。本病は，わが国だけ

でなく，米国，オーストラリア，ニュージーラ

ンド，英国，フランス，オランダ，デンマーク，

アルゼンチン等でも乳牛，肉牛，めん羊，山羊

の生産性を脅かす重要伝染病として注目されて

いる 37）。

ヨーネ病はヨーネ菌の介糞・介乳感染による

農業技術研究機構・動物衛生研究所　免疫研究部
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慢性肉芽腫性腸炎であるが，どのような抗生物

質の長期投与をもってしても完全治癒させるこ

とは極めて困難である。またワクチンも感染予

防が期待できず，海外の一部濃厚汚染地域で発

病による損耗防止を目的として限定使用される

にとどまっている 33）。そこで感染動物の早期診

断摘発・淘汰と感染伝搬防止のための衛生管理

が最優先防疫手段となる。ただし防疫推進にあ

たり，汚染牧場の清浄化のためには長期間にわ

たる検査や牛舎消毒そして年余の休牧や家畜市

場出荷制限などにより大きな経済的負担を強い

られることを念頭におかねばならない35，36）。ヨー

ネ菌は結核菌のような人獣共通感染病原体では

ないが 2，7，22），畜産物については生産農場段

階から病原体汚染を最小限にすることへの消費

者・市場・行政からの要請が一層強くなって

きている。ヨーネ病は糞便，初乳を介して感染

する経口感染伝染病であることから，その清浄

状態は家畜の衛生管理度の格好のインディケー

ターともなる。今後の畜産製品は価格，風味に

加えて，清潔度・安全性が消費者・市場からの

最重要評価ポイントとなるので 37），ヨーネ病の

徹底的な清浄化はぜひとも取り組まなければな

らない家畜衛生上の最重要課題である。著者は

1980年代からヨーネ病の診断技術の開発と防疫

に取組み，原行の基準診断法（ELISAによる血清

学的診断及びマイコバクチン添加培地による病

原学的診断）を実用開発し 31，32），現在も国家防

疫推進に係わっているので，本病の特性と今後

の防疫対応について拙論を述べさせていただく。

1．病原体の特徴

ヨーネ菌は結核菌と同じ抗酸菌（マイコバク

テリウム）属の仲間で，学名は Mycobacterium 

avium subsp．paratuberculosisである。ヨーネ菌
の鑑別ポイントは，培地上での発育速度の遅

さとマイコバクチン発育依存性である。抗酸

菌のなかで最遅育性のヨーネ菌は肉眼的にコ

ロニーを認めるまで 6 週間以上もの培養期間

を要する。またヨーネ菌はマイコバクチンを

添加した培地にのみ増殖してくる。マイコバ

クチンは抗酸菌の増殖に必須の鉄イオンの運

搬物質であるが，ヨーネ菌だけはマイコバク

チン生産能が欠けている性質を本菌の鑑別項

目として利用する。ヨーネ菌は腸管組織のマ

クロファージ（病変部では類上皮細胞に変化）

の中だけで増殖する典型的な細胞内寄生菌で

あるので，宿主側からの抗体や細胞性免疫に

よる殺・静菌作用を受けにくいため長期持続

感染をおこす。無論，結核菌よりも抗菌物質

に対する自然抵抗性が強いので，治療も際め

て困難である。ヨーネ菌の感染宿主は牛，水牛，

ヤク，めん羊，山羊，鹿，トナカイ，アルパ

カなどの反芻獣であるが，野ウサギ，サルに

も自然感染症例が報告されている。最近，英

国では放牧場のキツネやイタチからもヨーネ

菌が分離されており 1），牧野衛生の上で新たな

問題を提起している。

ヨーネ菌はトリ結核菌（M. avium subsp. avium）
とはマイコバクチン発育依存性以外は生物化学

的特性が極めて似ており，DNAホモロジーでも

95%の高い相同性を示す。このことから，トリ

結核菌を代表菌種とし，その亜種として分類さ

れたわけである。ヨーネ菌を遺伝学的に特徴づ

けるのはゲノム中に15～ 20コピー存在する可

動性遺伝子の一つである挿入配列 IS900である
が，最近これに加えてトリ結核菌も保有する挿

入配列 IS1311をもつことが示され，遺伝子型別



― 37―

に利用されている。トリ結核菌の中で，マイ

コバクチン依存性を示す亜種 M. avium subsp. 
silvaticum には固有の IS902 が存在するので，
PCR によりヨーネ菌と容易に識別できる。他

方，トリ結核菌には IS901，IS1110（IS116 ファ
ミリー），IS1311 と IS1245（IS256 ファミリー）
などの多数の挿入配列が存在する。IS245 は

ヨーネ菌には全く存在しないので，トリ結核

菌との識別に有用である（図 2）。進化論的に

は，これらの 3 亜種の原菌種にそれぞれ固

有の挿入配列遺伝子が導入され，特有の生物

学的形質を獲得したとみられる。IS900 を導
入した速育抗酸菌の M, smegmatis がヨーネ菌
と同様の遅育性，マイコバクチン依存性とな

ることが示されているが病原性との関係は不

明である。牛由来株は山羊，めん羊，アルパカ，

鹿にも感染することが知られているが，めん羊

由来株の多くはめん羊と山羊にのみ感染性を示

す。めん羊由来株は一般に通常の分離用固形培

地での発育が牛株に比べて極めて遅く 16 週間

以上を要する場合もある。牛由来株とめん羊由

来株は表現形質が若干異なり，遺伝学的にも識

別できる。すなわち各種動物由来のヨーネ菌を

pvuII消化した後，その断片と IS900プローブ
とのハイブリダイズパターンをみる RFLP 型で

は 5種類に分類されるが，めん羊由来株は 1，2，

3 型に，牛，山羊由来株は 4または 5型に分類

される。また牛山来株とめん羊由来株の IS1311

には 1 カ所の塩基が異なるため，当該領域の

608bp PCR 産物は HinfI消化後に牛株とめん羊
株は特徴的な電気泳動バンドを示す（牛株には

HinfIの切断点が 2 カ所あるので 3 本，めん羊
株では 1カ所なので 2本）。

2．ヨーネ菌の感染経路と発病機構

出生直後から 1 週間前後までの哺乳期が最

も感染しやすく，おもにヨーネ病に罹った母獣

の糞便を介して経口感染する。病気のすすんだ

病牛では腸管病巣からマクロファージ内増殖菌

が集塊状で排泄されるため，大量のヨーネ菌が

糞便中に含まれることになる。また妊娠牛では

腸管粘膜・腸間膜リンパ節の病巣由来のヨーネ

菌含有マクロファージが血液循環にのって胎児

や初乳・常乳にも移行する（図 3，4）。実際，

病牛の血液単球がヨーネ菌の遺伝子検査で陽性

であったという報告 8，21），また感染牛の乳汁や

乳房上リンパ節そして初乳からはもヨーネ菌が

分離であったという報告もある 17，19，20）（図 3）。

このようなことから進行性病態の病牛から生ま

ヨーネ菌の感染機構ならびにヨーネ病の病態特性、診断方法及び防疫対応
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れた子牛は糞便や初乳を介して確実にヨーネ菌

に感染するとみてよい（図 4）。経口的にとり

こまれたヨーネ菌は主に回腸下部のパイエル板

表面を覆う特殊な上皮細胞（M細胞）からと

りこまれ，ついでM細胞外にでた後にマクロ

ファージの食菌を受ける。新生期の免疫機能は

未熟であるため，殺菌されることもなく細胞内

持続感染が成立してしまう。感染母牛の初乳に

は極めて高レベルのヨーネ菌特異抗体が含まれ

ているが 26），ロタウイルスや大腸菌などとは

異なり，子牛への感染の阻止には全く役にたた

ない。育成期以降はヨーネ菌を大量に排菌して

いる病畜と同居させておいても感染から発病に

いたることは少ないので，哺乳期の衛生管理が

特に大事である。

感染が成立しても，マクロファージにとりこ

まれたヨーネ菌は極めてゆっくりと増殖するの

で幼弱期には発病しないが，妊娠末期の免疫機

能低下に伴い旺盛な増殖を示すようになる。や

がて侵入部位の回腸下部（回腸・盲腸移行部）

で形成された初発肉芽腫病変は，上方は十二指

腸にそして下方は直腸にまで延々とひろがる。

病変は粘膜固有層から下織にまでおよび，類上

皮細胞内には無数のヨーネ菌増殖像が認められ

る。類上皮細胞の大集塊で置き換えられた腸管

粘膜組織は腫瘍のように分厚くなり，また腸間

膜リンパ節にも肉芽腫病変ができるのでリンパ

液が鬱帯して腫大する。このような病変ができ

た腸管では蛋白分解物の吸収効率が低下し，さ

らに筋肉細胞の蛋白合成能が低下する。さらに

ヨーネ菌抗原と抗体との複合体沈着による糸球

体腎炎のため高蛋白尿に陥るので，急激に栄養

ヨーネ菌の感染機構ならびにヨーネ病の病態特性、診断方法及び防疫対応
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状態が悪化する。末期になれば低蛋白血症のた

め皮下水腫状態となり，下顎に大きな水腫塊が

みられるものもある。下痢の発生機構としては，

抗ヒスタミン剤投与で下痢が一時的に治るので

アレルギー反応が関係しているとみられる。

3．臨床症状

慢性腸炎（軟便または下痢）と体重の著しい

減少がヨーネ病末期牛の特徴的症状である。下

痢便に血液が混じることや腐敗臭をともなうこ

ともない。またウイルス性下痢や大腸菌，サル

モネラによる下痢と違い，子牛や 1歳未満の育

成牛で発病することは極めて希であり，多くは

分娩直後から数週間以内に始まる。そして1～

2週間を周期とする間歇性下痢が数ヵ月続き，や

がて泥水をホースでまくような激しい下痢にみ

まわれ，腰骨や肋骨が浮き出るほど痩せたあげ

く衰弱死する（図 5）。乳牛の場合は乳量が大き

く低下し 24），分娩1ヵ月程度で泌乳停止に陥り，

未経産牛のような乳房に萎縮する症例もある。

肉牛の場合は下痢が始まる前から増体率が低下

したり皮毛の色艶が悪くなる。排菌中の母牛か

ら生まれた肉牛の子は長期間の直接哺乳を受け

るので感染することは避けがたく，しかも腸管

粘膜内に取り込まれる菌量も，乳牛よりも格

段に多いため発病年齢が早まる傾向がある 36）。
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めん羊や山羊のヨーネ病では，牛の場合と異な

り犬のような軟便が続くことが多い 35）。めん

羊のヨーネ病の一報告によれば，糞便中の菌数

が多い群でも65%はペレット状の正常便であり，

16%が軟便，残りの19%が下痢便である。また

食欲は死の直前まであまり低下しないが，毛ヅ

ヤが悪くなり，脱毛もめだつようになる。病気

の進行とともに体重減少は急激にすすむ。病畜

の血液検査では貧血が顕著であり，粘膜も赤み

が薄くなる。また，牛と同じように高蛋白尿が

みられ，栄養状態が悪くなるので顎の下に水腫

がでる。牛，めん羊，山羊，鹿のいずれの動物も，

発病時期は3～ 5歳に最も多い。最近，動物園

での山羊でのヨーネ病発生が何例か報告されて

おり，臨床診断にあたっては牛との病態の違い

に注意する必要がある。

4．診断法

慢性疾患であるヨーネ病は図 6に示すような

排菌，臨床症状，免疫応答の経過をとる。感染

直後に摂取菌の一時的な排菌があるものの，多

くは腸管粘膜組織内での増殖が緩慢であるため，

1歳未満で糞便培養陽性となることは少ない 37）。

細胞性免疫応答を検出するヨーニン反応は大量

菌の感染を受けると3～4ヶ月後に陽転するが，

液性免疫応答を検出する ELISA 抗体検査は感染

菌の増殖が活発化する初産分娩期まで陽転しに

くい 33，37）。これはヨーネ菌がマクロファージ内

でのみ増殖することと関係がある。ヨーネ菌

のT細胞抗原エピトープはヨーネ菌の増殖開始

ヨーネ菌の感染機構ならびにヨーネ病の病態特性、診断方法及び防疫対応



― 42―動薬研究　2001.11. № 61

とともにマクロファージ表面に速やかに提示さ

れ，抗原特異ヘルパー T 細胞や遅延型アレル

ギー反応を起こす T 細胞の増殖を促す。活性

化T細胞は接種ヨーニンの抗原刺激により種々

のサイトカインを産生し，皮内反応が陽転する
34）。増殖した CD4＋T 細胞クローンはヨーネ菌

抗原刺激を受ければ大量の IFNγを産生するの
で，マイクロプレートにおいてヨーネ菌抗原で

刺激した血液中の IFNγを検出する ELISA 測定
法も早期診断法として有用である 16）。

一方，抗体産生にかかわる B細胞を刺激する

ためには，ヨーネ菌が大増殖したマクロファー

ジの崩壊あるいは活性化 T 細胞からでたサイ

トカインにより活性化したマクロファージから

のヨーネ菌抗原放出を待たなければならない。

このようなことから，糞便中への排菌量が少な

い時期には ELISA 抗体陽性率が低いことはや

むをえない 18）。現在，国家防疫で運用されてい

る抗体検出用 ELISA は著者らが 1985 年に原法

を開発し，1992 年に CFテストに替わって正規

診断法として採用されたものである。血清をフ

レイ菌で吸収処理し，IgG 抗体のみを検出する

ことで特異性を高めることに成功した 27，28，29，

30）本法を利用した ELISA はオーストラリア，米

国でも採用され，現在も防疫に広く使用されて

いる 3）35）。最近，ヨーネ菌特異 B細胞反応抗原

がクローニングされており，組換え抗原を利用

した ELISA による特異性向上が期待される。今

のところ T細胞刺激抗原の遺伝子はクローニン

グされていないが，ヒトの結核で細胞性免疫を

強く誘導する抗原エピトープ遺伝子と近縁のも

のが，ヨーネ菌にも検出されている。ヨーネ菌

の T細胞エピトープの決定とその組換え体の生

産技術の確立，組換え抗原を利用した T細胞か

らの Th1 サイトカインの高感度検出法の開発

が今後の取り組むべき研究課題である。細菌学

的診断法の糞便培養法は，最も確実な排菌動物

の摘発方法であるが 6，23），難点は血清反応に

比べて手間がかかること，判定期間が長いこと

である。現行のハロルド卵黄培地を用いると，

可視コロニー検出までに最低 6 週間を必要と

する。めん羊の糞便材料では 15 週間以上を必

要とすることが多い。またサイレージ多給の冬

季には，カビによる培地汚染で判定不能とな

ることも多い。そこで，IS900中のヨーネ菌特
異遺伝子配列を利用した PCR 法が開発された。

増幅 PCR 産物はアガロース電気泳動による特

定サイズのバンドまたは特異標識 DNA プロー

ブによるサザンハイブリダイゼーションによる

発色反応により検出する。本法は 1 ～ 2 日間

で判定が可能であり，迅速診断法としてヨーネ

病の防疫への利用価値は高い。ただし，糞便材

料からの検出感度は培養法よりも劣る。これは，

PCR を阻害する物質が糞便中に含まれるため

に，糞便を 500 倍以上に希釈するか，ヨーネ

菌の DNA 画分を半精製しなければならないた

めである。このような技術的問題点はあるもの

の，培養法にかわる迅速診断技術として PCR

の早期実用化への期待・要請は大きい。すで

に相補的なヌクレオチド断片を付着させた磁

気ビーズで検体中のヨーネ菌 DNA を捕捉した

り，あるいは液体培地で 1 ～ 2 週間増菌した

材料を検査することにより，PCR 感度を大幅

に向上させた報告もある。現在，動物衛生研究

所・免疫研究部では，PCR 反応阻害物の除去法，

DNA 抽出法の改良等を検討しながら，糞便培

養法に替わる迅速遺伝子検出法の実用化研究を

すすめている 13）。
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5．ヨーネ病の防疫対策 : 特に子牛

への感染防止対策

感染牛の早期診断・摘発と淘汰ならびに子牛

の衛生管理がヨーネ病防疫の基本である。ヨー

ネ病牛は発病前からも大量のヨーネ菌を糞便中

に排泄するので，本病に気づかずに経過する期

間が長くなるほど清浄化に要するコストも高く

なる。効率的衛生管理の組立てには，ヨーネ菌

に対する重要管理点の解析を行う予防疫学的研

究が必要である 37）。農家対象でのヨーネ病汚染

調査によれば，危険因子についてオッズ比（危

険因子暴露群のヨーネ病汚染率を非暴露群で除

した値）解析によれば，下痢，削痩牛がいれば

13倍，ヨーネ病牛の迅速淘汰を怠れば 400 倍

以上の汚染危険度となる。無論，飼養・衛生管

理もヨーネ病の汚染危険度に大きく影響し，例

えば，堆肥の牧草地還元により 10倍の，また

哺乳子牛群飼育及び不潔なカーフハッチによる

飼育条件では10倍以上のオッズ比となる。ヨー

ネ病の群内汚染のシミュレーションによれば，

1頭の病牛を含む 25 頭規模の牛群を防疫処置

のないまま（1頭の成牛が年間2頭の子牛と接

触する条件）放置すると，10年後には20%前後

の感染率となると見積もられる。また50頭規模

の牛群で，成牛と子牛の接触率が1であれば感

染率は上昇しないが，その接触率が3となれば

10年後の汚染率は20%を越えるほどになる。わ

が国の肉牛の小規模一貫経営農家では接触率は3

を越える状況のことが多いため，1頭の病牛発生

が数年以内に大部分の子牛に感染を蔓延させる

ことになる 37）。オッズ比を見るまでもなく，病

牛の放置が最も危険な因子となる。下痢・削痩な

らびに乳房炎症状がないのに乳量低下を示す症

例はヨーネ病を疑い，速やかに病性鑑定を受け

るように生産者を啓蒙することが大事である。

汚染群の清浄化期間は汚染度とともに，子牛の

衛生管理法，導入元の清浄度に大きく左右され

る。防疫シミュレーションによれば，20% 前

後の汚染群で，検出感度 70% の診断法をもっ

て摘発淘汰をすすめた場合，感染率が 1% 以下

となるまで 20 年間もかかる。また子牛と成牛

と接触を極力避ける衛生管理だけでは 15 年以

上を要する。しかしこのような子牛衛生管理と

診断・摘発淘汰とを併用してすすめれば 5 年

前後で清浄化が達成されるという 4）。ヨーネ菌

は厚い脂質壁に被われているため，消毒薬や加

熱処理に対して大腸菌やサルモネラなどよりも

抵抗性が強い 33）。汚染牛舎のヨーネ菌完全殺

滅には水洗後に石灰乳（生石灰を水で溶いた

もの）の散布または塗りこみが最も効果がある
10）。踏み込み槽には持続性塩素剤が有効である

が放牧場や運動場の化学消毒は殆ど不可能であ

る 9，33）。牛舎外の天日乾燥条件下では 100 万

個 /g のヨーネ菌も 1 ヶ月程度で検出限界以下

となるが 10），汚染牧野は 1 年間程度休牧する

必要がある 35）。また厩肥中のヨーネ菌は完熟堆

肥の生成温度条件下では殆ど死滅するが，汚染

牛舎由来の堆肥の牧草地への利用は避けた方が

よい 35，36，37）。牛舎消毒に加えて汚染域からの

導入を避け，そして定期検査による感染牛の早

期摘発を心がけ，哺乳子牛はできる限り清潔な

カーフハッチでの飼育につとめれば，病牛が摘

発されても数年で清浄化達成が見込まれる 35）。

繰り返しになるが，ヨーネ病は介糞感染であ

るとともに介乳感染であることも留意すべき

である。すなわちヨーネ菌は糞便中に大量に排

出されるとともに，血行を介して乳汁への菌移行

ヨーネ菌の感染機構ならびにヨーネ病の病態特性、診断方法及び防疫対応
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もある 8，14，17，20）（図 3，4）。長期間にわたる直

接哺乳と母子同居を行う肉牛については，介乳

感染を防ぐために哺乳子牛の隔離飼育方式を新

たに開発する必要がある。無論，プール初乳・

常乳の子牛への給与は極めてヨーネ病の感染リ

スクが極めて大きい 25）（図 7）。したがって汚染

初乳を介しての子牛への感染防止は最も大事な

リスクマネージメントとなる。発病牛が 10%，

不顕性感染牛が 40% を占める汚染牛群におい

て生産された乳汁への最大混入予測数は 5.6 ×

102cfu/ ㎖というシミュレーション値がある 14）。

この程度の菌濃度のヨーネ菌は 65℃，30分間

加熱でほぼ殺滅される 11，15）。最近，ヨーネ菌，

白血病ウイルス，牛ヘルペスウイルス 1を含む

種々の病原体などの非汚染を保証した加熱処理

初乳製剤が市販されており，子牛への介乳感染
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防止への利用性が期待される。ちなみに，英国

では市販牛乳からのヨーネ菌分離ならびにヨー

ネ病発生農場での原乳へのヨーネ菌汚染度シ

ミュレーションも報告されているが 12，14），わ

が国の大手乳業メーカーの飲用及びヨーグル

ト，チーズ等の乳製品用原乳の加熱処理は 105

個 / ㎖という高レベルであってもヨーネ菌を完

全殺菌できるように設定されている 35）。

おわりに

ヨーネ病牛の長期放置は濃厚汚染をまねき，

農場経営に壊滅的な打撃を与えることは確実で

ある。分娩後に下痢と急激な乳量低下をみたら

ヨーネ病を疑い，速やかに病牛舎に隔離するこ

とが防疫の第一歩である。患畜決定後は間をお

かずに殺処分とし，ついで石灰乳による牛舎消

毒を徹底的に行い，患畜と接触のあった子牛も

淘汰対象（家畜生産牧場清浄化事業による補助

金制度がある）とする。また乳肉牛を問わず，

患畜と同居した個体は繁殖素牛としての利用を

避けた方が賢明である。同居牛については最低

3年間は，ELISA 抗体検査，糞便培養の定期検

査を実施し，疑似患畜，患畜の摘発に努める。

最後に初乳・常乳による子牛への感染の回避

管理衛生こそがヨーネ病の清浄化への最も有効

な防疫手段であることを強調したい。
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「動薬研究」創刊25周年を記念して企画いたし

ました，デジタル版「動薬研究No.1- 60」もお

蔭様で好評を頂き，関係者一同，深く御礼申し

上げます。

新たなる1歩となりました本61号では，牛の

撲滅対象疾病であるヨーネ病の感染機構・病態

特性・診断方法ならびに防疫対応について横溝

先生に，今年各地の養鶏場で大量発生が報ぜら

れておりますワクモならびにトリサシダニの生

態について中前先生に，小沼先生にはマダニの

唾液腺由来成分を応用した抗ダニワクチンに関

する総説を，ハエ蛹寄生蜂という天敵応用によ

るハエ対策について朝見先生に，それぞれご寄

稿頂き，昨年上市致しました魚類寄生虫駆除剤

「ハダクリーン」のハダムシに対する野外試験

成績を弊社学術・横山よりご紹介させて頂きま

した。

BSE の発生という未曾有の状況に直面し，畜

産業界は揺れておりますが，これからも有用な

情報をお届けすべく，一層の努力を致して参

りたいと存じます。 藤田
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