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冷水病に強い人工産アユ種苗の開発
選抜履歴が異なる 4 種類の系統の冷水病耐病性の違い
苅谷哲治、桑田知宣、景山哲史
Development of resistant stocks to an infection cold-water disease by using selective breeding in ayu
(Plecoglossus altivelis altivelis)
Difference in resistance to cold-water disease among four stocks introduced different selective breeding programs
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アユの冷水病は、Flavobacterium psychrophilum を原因とする細菌性感染症であり（井上，2000）
、1987 年に徳島県で
養殖場での発病（アユ冷水病対策協議会,2008）が確認されて以来、現在では全国に蔓延し、アユ養殖業に大きな被害を
もたらしている。その対策として、岐阜県では、人工産種苗の利用及び防疫体制の整備を推奨し、その効果により近年の
岐阜県のアユ養殖生産量は増加（岐阜県農政部水産課,2011)に転じている。しかし、このような養殖体制は、ひとたび冷
水病が発生すると甚大な被害になりやすいという特徴がある。近年は、飼料費や電気代など養殖生産に関わる費用が上昇
する一方で、魚価が低迷しており、魚病の発生による被害や治療費を販売価格に転嫁することが困難な経営環境にある。
安定的な養殖経営を図るためには、病気の発生予防だけではなく、病気発生時の被害軽減対策が必要であり、その対策の
1 つとして、冷水病に対する耐病性の高い種苗の開発が求められている。また、安全・安心な生産物を求める消費者に対
して効果的に養殖アユを PR するためにも、冷水病耐病性種苗を利用することで治療薬を使用しない養殖アユ生産体制の
構築が求められている。
アユの冷水病耐病性には系統差があることや耐病性が次世代に遺伝することが明らかになっている（Nagai et al．
2004；永井・坂本，2006；永井，2009；三浦ほか，2011；鈴木ほか，2005；水戸ほか，2007；熊川ほか，2009；原田ほか，
2006；）。そこで本県では、2005 年より冷水病耐病性の高い種苗の開発に着手し（桑田，2008；桑田，2009；桑田ほか，
2010）、毎世代、非選抜系統も含めて実験感染による冷水病の耐病性評価を行っている。その結果、耐病性選抜系統にお
いて冷水病に対する高い耐病性を確認したので報告する。
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出時には冷水病の生残魚群、F3 世代（2005 年）から F6

法

世代（2008 年）までは冷水病未感染魚群、F7 世代（2009

供試魚の作出履歴

年）は冷水病の生残魚群を親魚に用いて、継代した種苗で

供試魚には、2009 年 9 月～10 月に当所で作出し養成し

ある。新規系人工産種苗（以下新規系）は 2004 年 10 月に

た 4 系統の種苗を用いた。各系統の選抜履歴を第 1 図に示

湖産系雌（F3）と海産系雄（F1）を交配し、その群を起源

した。湖産系人工産種苗（以下湖産系）は琵琶湖において

として、F3 世代（2006 年）以降に人為感染により冷水病

捕獲されたアユを起源とし、F4 世代までは毎世代冷水病

菌を感染させて生残した魚群を親魚に用いて継代した種

の生残魚群、F5 世代（2005 年）以降は冷水病未感染魚群

苗である。戻し交配系は、2009 年秋に湖産系（F8）と新

を親魚に用いて継代した種苗である。海産系人工産種苗

規系（F6）を交配させた種苗である。

（以下海産系）は木曽川採捕アユを起源とし、F2 世代作

実験感染による耐病性評価
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ライマーfpPPICI（吉浦ほか，2006）を用いた PCR を行い、
電気泳動によって増幅産物を確認することによって行っ
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系統間の冷水病耐病性の差異を評価するために、各感染
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区の試験開始日後の生残率を逆正弦変換した後に、系統の
認後、各系統間の平均生残率の違いについて Tukey の方法
35.7％

2007

により多重比較を行った。また、試験期間中の成長を調べ
るため、各系統間の平均補正飼料効率を算出し、その違い

43.1％

2008
2009

違いが生残率に及ぼす影響を一元配置分散分析により確

22.1％

2006

について Tukey の方法による多重比較を行った。
交配
61.0％

2010

選抜を表す

結

66.4％

果

各区の死亡状況の推移を第 2 図に示した。

継代を表す

同一飼育群のアユ 30 尾の鰓の保菌検査で冷水病菌は検出
第1図

各系統の選抜履歴

されなかった。冷水病による死亡は、試験開始 7 日後より
始まり、21 日後まで多発したが、以後は次第に減少した。

図中の数値は選抜時の生残率を表す。

試験初期の湖産系と戻し交配系の死亡経過は、似通ってい
たが、その後湖産系の死亡が増える一方で、戻し交配系は
2010 年 5 月 21 日に試験を開始した。以後、6 月 23 日ま
での死亡状況を水槽ごとに記録した。6 月 23 日にすべて
の水槽の生残魚を取り上げて体重を測定し、試験を終了し
た。試験は、種苗ごとにそれぞれ 3 水槽の実験感染区を設
けた。感染区の人為感染は、凍結病魚を用いた冷水病人為
感染法により行った（山本・二宮，2000）。すなわち、湖
産系種苗を収容した水槽上部に実験開始まで-80℃で保管
していた 2008 年度の感染実験での冷水病死亡魚を垂下す
ることにより冷水病の発生を促し、その排水を各感染区水

なだらかな増加を示した。新規系、海産系は死亡開始日が
他の 2 系統より数日遅く、新規系と海産系の比較では、海
産系の方が数日遅い状況であった。試験終了時の各系統の
平均生残率は、
第 3 図に示した。海産系 82.7%、
新規系 77.3%、
湖産系 20.0%の順で高かった。湖産系と海産系及び新規系
との間に有意な差が認められた（p<0.05）。また、湖産系
と新規系を交配させた系統は、新規系と湖産系の生残率の
中間を示し、湖産系より有意に高く、新規系より有意に低
い結果となった。
本試験の飼育成績を第 1 表に示した。

槽に導入することにより冷水病菌を感染させた。実験水槽
には中央部から排水されるように加工した容量 100L の丸
型タライ水槽（直径 65cm）を用いた。飼育水には井戸水
を用い、上部水槽から各試験水槽への注水量を 50ml/秒、
水深を 16cm とした。馴致のため、供試魚は 5 月 19 日に各
区水槽の平均体重がおよそ 6.3g になるように調整し、水
槽ごとに 25 尾ずつ収容した。給餌は、原則として、1 日 2
回手まきで行い各水槽の生残や死亡魚の体重を考慮して

試験期間中に給餌を行ったが、戻し交配系や湖産系は試験
開始して早い段階で、摂餌が不活発になり、死亡が終息し
たころでも不活発の状態が維持された。一方、海産系や新
規系では、試験開始してから摂餌が不活発になる時期は前
述の 2 系統に比べて遅く、死亡が終息したころには、活発
に摂餌する魚が観察され、補正飼料効率は、海産系、新規
系、戻し交配系、湖産系の順になったが、有意な差はなかっ
た（p>0.05）
。

増減した。
冷水病菌検査
系統ごとに供試魚と同一飼育群のアユ 30 尾の鰓を用い

考

察

て保菌検査を行った。検査は、検査部位を改変サイトフ
新規系及び海産系の冷水病発生後の生残率は、湖産系よ

ァーガ寒天培地に塗抹、4℃で培養後、発現した複数の黄
色コロニーから DNA を熱抽出し、抽出した DNA を鋳型にプ

り有意に高く、冷水病耐病性が高いという有意性を確認す
ることができた。
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2010 年の試験の生残率は、海産系 F7（61.3%）
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F4（61.3%）、湖産系 F5（10.7%）で（桑田ほか，2010）、
本試験の生残率は、海産系 82.7%、新規系 77.3%、湖産系
20.0%となり、大幅な向上が見られた。また、今回の試験

海産

では、新規系と湖産系を交配させた戻し交配系を作成し、

新規

評価したところ、生残率は 46.7%となり、新規系と湖産系

湖産

の中間の値となった。本研究結果より、冷水病耐病性は、

戻し交配

系統によって異なり、その違いは遺伝し、選抜育種によっ
て改善できることが示された。アユの冷水病耐病性に系統
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差があることは、広島県（Nagai et al．2004；永井・坂
本，2006；永井，2009）
、山梨県（三浦ほか，2011）
、群馬
県（鈴木ほか，2005）
、岡山県（水戸ほか，2007）
、長野県
（熊川ほか，2009）、山口県（原田ほか，2006）の人工産
種苗においても知られており、海産アユが比較的高い耐病
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性を示していることが報告されている。本研究においても、
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冷水病耐病系統を作出するためには、海産アユを選抜母群
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として選定することが重要であると考えられる。卵のサイ
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ズや適水温などの種苗生産に影響する重要な特性には系
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統差があるため（関ほか，1994；岡部ほか，2003）、最適
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な種苗生産方法は種苗ごとに異なると考えられる。このた
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第3図 各系統の生残率
垂線は標準偏差を表す。
同じアルファベット記号間には有意差がないこと
を示す。
(Tukey’s HSD test p<0.05)

め養殖場では、自家の種苗に適した方法を模索しつづけて
おり、その結果、種苗生産方法は養殖場ごとにそれぞれ異
なっている（苅谷，2006）。このため今回開発した冷水病
耐病系を養殖場に普及させる際には、各養殖場の種苗生産
方法への適合が課題となる。適合が悪い場合には、耐病系
統に適合させた種苗生産方法を導入するか、耐病系統を当
該養殖場の生産方法に適合するように改変しなくてはな
らない。後者として、交配により耐病形質を当該養殖場で

系統
項目／水槽
平均体重(g)

開始時

収容尾数(尾)
総重量(g)
平均体重(g)
生残尾数(尾)

終了時

総重量(g)
給餌量(g)
*

海産系
1
2
3
6.4
6.3
6.3
25
25
25
160.0 157.5 157.5
12.3 12.2 11.4
21
20
21
259.0 244.9 239.6
296.0 300.0 299.0
47.1 44.3 40.4

第1表 飼育成績
新規系
湖産系
1
2
3
1
2
6.4
6.3
6.2
6.3
6.3
25
25
25
25
25
160.0 157.5 155.0 157.5 157.5
10.2 12.7 11.9 13.3 12.2
20
20
18
7
3
204.7 254.5 213.7 93.3 36.6
291.0 288.0 298.0 227.0 201.0
26.4 49.1 40.1 40.9 30.5

補正飼料効率(%)
* 補正飼料効率＝100×（終了時総重量＋死亡魚総重量－開始時総重量）／給餌量
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戻し交配系
3
1
2
3
6.2
6.5
6.3
6.3
25
25
25
25
155.0 162.5 157.5 157.5
8.4 12.2 11.4 12.0
5
12
13
10
42.0 146.5 148.5 120.4
207.0 231.0 253.0 244.0
25.7 37.7 32.3 35.0

生産されている既存系統に導入する方法が考えられる。
このため本研究では、耐病性を有する新規系を感受性系
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