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カキとノロウイルス－その後－
研究所長

１．はじめに

高橋計介

なったのです。
室賀先生は、2004 年の記事を以下のように締めく

本年 1 月、ノロウイルスによる大規模な食中毒事

くられています。
「基本的な点に立ち返り、マガキに

案が全国各地で発生し、大きな社会問題となったこ

おけるウイルスの取り込み機構、取り込まれたウイ

とは記憶に新しいところだと思います。望ましくは

ルスの存在場所、存在状態、および排出機構を、も

ないことですが、最近では、ノロウイルスによる食

うすこし詳細に検討する必要があろう。」。この文章

中毒や急性胃腸炎の流行は珍しくなくなっています。

をご覧になればおわかりの通り、カキにおけるノロ

今回の食中毒事案では学校給食における調理従事者

ウイルス取り込みのしくみ、体の中での正確な蓄積

からの汚染等、ヒトを介したノロウイルス汚染が主

場所、そして体に蓄積されたノロウイルスをうまく

な原因であり、カキは原因食品ではありませんでし

排出できるのかどうかなどは、2004 年の時点では明

た。しかし、2006 年 11 月のノロウイルス胃腸炎の

らかとなっていませんでした。カキがノロウイルス

大流行とそれに伴って発生したカキに対する風評被

食中毒の原因食品とされてから長い時間が経過して

害以来、
「ノロウイルス胃腸炎の原因食品＝カキ」の

いた時期なのにもかかわらずです。これらのことは

イメージは一般消費者に定着していると思われます。

本当に重要な事柄です。私は文献調査を始めるまで

このことは、たとえ他の要因がきっかけであっても、

は、当然明らかになっているものだと安易に考えて

ノロウイルス胃腸炎の流行が起こればカキと結びつ

いました。しかし実際は、明らかとはなっていない

けられて、カキの生産や販売が大きな打撃を受ける

ことが数多くありました。私はこの事実を知った時、

可能性を示唆しています。

ノロウイルスの存在はカキの養殖にとって相当厄介

以前、元東北大学教授の室賀清邦先生と私は「カ

なものになると思いました。悪い予感は当たり、ノ

キとノロウイルス（SRSV）
」と題する記事を書きま

ロウイルスは本当に厄介なものとなっています。今

した（かき研究所ニュース、No.13、9-21、2004）
。ま

回の記事では、カキとノロウイルスとの様々な事柄

た、同様の内容を総説として日本水産学会誌に投稿

について、2004 年以前の知見を簡単に整理した後、

しました（室賀・高橋、2005）
。当時、私はノロウイ

その後に明らかになった知見を新たに紹介するとと

ルスそのものについて、あるいはノロウイルスとカ

もに、重要だけれども明らかになっていない事柄を

キの関わりについて浅い知識しかありませんでした

確認しておきたいと思います。

ので、総説を書くにあたっては室賀先生のご指導を
仰ぎながら 2003 年までに発行された国内外の文献を
できるかぎり調べました。たくさんある論文や研究
報告をすべて網羅できたとは言いませんが、8 〜 9 割
は読んだと思います。文献調査を開始した当初は記

2．ノロウイルスとカキとの関係を知るための重要
事項とそれらに関して 2004 年までに明らかと
なっていたこと

述内容を追うのに精一杯だったのですが、ある程度

前で述べたように 2005 年の総説執筆の準備段階

読み進めるのにつれて、カキとノロウイルスの研究

で、ノロウイルスとカキとの関係を知るための重要

を行う上で解明するべき重要な事項が明確になって

事項、そしてカキの体からノロウイルスを除去する

いきました。つまり、文献調査は、重要な事項の解

ための重要事項を選び出すことができました。2004

明がどの程度進んでいるのかを確かめていく作業と

年までの知見について、Q&A 式に整理してみたいと
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思います。

ルスが無傷で感染力を保ったままなのか、分解を
受けて感染力を失っているのか、RT-PCR での検

（疑問 1）ノロウイルスはカキの体のどこに存在する

出の段階では判断がつかないのです。比較的短い

のか？また、どういう状態（フリーなのか、何か

ウイルス遺伝子の断片でも残っていれば、RT-PCR

と結合しているのかなど）で存在するのか？

によって検出が可能です。次の疑問で明らかなよ

（回答 1）いろいろな組織から検出されるが、特に消

うに、完全に分解されることはないと考えられま

化盲嚢部（胃とその周囲を取り巻く中腸腺を合わ

すが、カキの体内でノロウイルスが何の作用も受

せたもの）に局在しています。存在の仕方につい

けていないとも思われません。しかし、証拠があ

ては明らかではないが、消化盲嚢部は複雑な構造

りません。

なので、物理的に排除されにくく滞留しているの
ではないかと推測されます。
若干の補足説明をします。ノロウイルスの検出

（疑問 5）ノロウイルスの感染性はカキの体内でどの
程度保持されているのか？

については、ノロウイルスを増殖させ得る培養細

（回答 5）カキを原因とする食中毒が発生することか

胞株が見つかっていないため、ウイルスを直接検

ら、感染性が保持されているのは間違いありませ

出することはできず、逆転写ポリメラーゼ連鎖反

ん。しかし、その程度は明らかではありません。

応法（RT-PCR 法）と呼ばれる遺伝子断片を検出
する手法が用いられています。回答の中で述べた
見解は、カキの体を組織ごとに分けて抽出液を調

（疑問 6）ノロウイルスをカキの体内から浄化できる
のか？

製して RT-PCR を行った結果、消化盲嚢部から最

（回答 6）ノロウイルスについて直接調べた知見はあ

も多くのノロウイルス遺伝子断片が検出されたと

りませんが、他のウイルスを用いた試験の結果か

いう結果に基づいています。

ら類推すると、時間をかければ浄化は可能である
と考えられます。

（疑問 2）ノロウイルスは、外界からカキの体内にど
のように取り込まれるのか？

若干の補足をします。前にも挙げた通りノロウ
イルスは人為的に増殖させることができないため、

（回答 2）不明です。消化盲嚢部に局在することから、

2004 年時点ではカキによるノロウイルス取り込み

餌料と一緒に入るのではないかと推察されます。

実験を自由に行うことが難しい状況でした。そこ
で代替ウイルスを用いた浄化実験が多く行われま

（疑問 3）海の中でノロウイルスはどのように存在し
ているのか？

した。ヒトポリオウイルスやネコカリシウイルス
等が代表的な代替ウイルスです。これらのウイル

（回答 3）これも不明です。カキの餌料となる植物プ

スは完全ではないものの、かなりの高率で除去さ

ランクトンや微生物の塊などの浮遊有機物に結合

れることが明らかになっていました。なお、最近

している可能性があります。

は遺伝子組み換え技術によってノロウイルス中空
粒子というものが作られるようになり、ウイルス

（疑問 4）ノロウイルスはカキの体内で分解されない
のか？
（回答 4）これについては、全く知見がありません。
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の取り込み実験については大きく進展しています。
ノロウイルス中空粒子とは、ノロウイルスの遺伝
子に基づいて人工的に作られたウイルス様粒子で

簡単に補足します。2004 年時点でも現在でも状

す。形状、大きさ、そして外殻のタンパク等はノ

況は同じなのですが、ノロウイルス検出法につい

ロウイルスと全く同じですが、中に RNA が入っ

て前の事項で述べたように、ノロウイルスに関し

ていないので感染することはありません。代替ウ

ては培養ができないため、カキの体内にあるウイ

イルスを用いるよりも、本当のノロウイルスに近
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い挙動を示すと考えられ、後の章で示すようにこ
れを使っていろいろな事実が判明しました。

（疑問 1）ノロウイルスは、カキの何かと結合して存
在するのか？
（新たな回答 1）2006 年になって、カキの消化盲嚢部

（疑問 7）ノロウイルスを浄化できるとすれば、どう
いうしくみによるものなのか？

にある中腸腺の消化細胞の表面にヒトの A 型抗原
によく似た抗原が存在し、これとノロウイルスが

（回答 7）しくみについては不明です。しかし、消化

特異的に結合していることが報告されました（Le

盲嚢部という消化器官からの除去するための具体

guyader et al., 2006 ほか）
。この観察結果は複数の

的な方策としては、カキの代謝を上昇させるよう

研究者からほとんど同時に示されました。この論

な処理、例えば高水温におくとか、餌料をたくさ

文にあるさらに重要な発見は、ノロウイルス陽性

ん与えるとかによって、消化盲嚢や排泄を促進す

反応が胃の周辺結合組織にある血球の中にも認め

るのが効果的ではないかと考えられます。

られたことです。これは、ノロウイルスが消化管
の表面から血球へと移行し、体の奥深くに運ばれ

主な事項を挙げるとこのようになります。明らか

ていることを示します。血球へ移行するしくみの

になっていない項目が多いことに驚かされますが、

全容はまだ明らかではありませんが、この現象は

一方で「現在はわからないけれど、まもなく明らか

後で示すノロウイルス除去の困難さと深く関連し

になるだろう」あるいは「現在はよい方法がないけ

ていると考えられます。また、ここでみられた血

れど、近い将来確立されるだろう」というような、

球によるウイルスの運搬は、ネコカリシウイルス

楽観的な見方が 2004 年当時には支配的であったよう

を用いた宮城県の研究でも確認されています（山

に感じられます。

木ら、2006）
。
さらに、ウイルスの型によって別の組織結合性

3．重要事項に関する 2004 年以降の知見

を示すことが明らかとなりました（Maalouf et al.,
2010 ほ か ）
。 高 い 病 原 性 を 持 ち、 日 本 に お け る

前の総説記事が執筆された同じ頃、つまり 2003 〜

2006 年の大流行を引き起こしたことで知られる

2004 年頃、ヒトにおけるノロウイルス感染のしくみ

GII.4 型は、消化盲嚢部よりも鰓や外套膜の繊毛に

について進展がありました。改めて言うことでもあ

多く結合していました。その結合は、シアル酸と

りませんが、ノロウイルスはヒトの病原性ウイルス

いう糖を含む血液型抗原とは異なる糖鎖に特異的

であり、
カキに感染するものではありません。そして、

に結合したものでした。カキ組織へのノロウイル

ヒトの体内でも小腸の特定の部位にのみ感染します。

スの結合についてすべてが明らかとなったわけで

この感染のしくみは現在でもわかっていません。い

はありませんが、糖鎖構造を介した特異的なもの

ずれにせよ、ノロウイルスが感染するためには小腸

であることが示された意義は大きいと考えられま

のその部位に留まり、細胞と接着する必要がありま

す。この事項について広く知見を網羅した総説が

す。この接着反応において、血液型抗原（A 型、B 型、

出されています（Le guyader et al., 2013）
。

O 型を決めている細胞表面の糖鎖構造です）が関与
していることが示唆されました。現在では、ノロウ
イルスの遺伝子型やクラスターによって、血液型抗

（疑問 3）海の中でノロウイルスはどのように存在し
ているのか？

原を認識・接着できない例が知られていますが、ノ

（新たな回答 3）プランクトンに相当する大きさの有

ロウイルスの受容体（の 1 つ）がわかったことの意

機物と結合しているケースもあるが、フリーで海

義はとても大きいことです。この血液型抗原に関連

水中に存在するノロウイルスも相当数あると考え

して、カキでも大きな発見がありました。

られる結果が得られました（Gentry et al., 2009）
。
そして、ウイルスの存在様式の違いには、ウイル
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スの型や季節等が関係している可能性があります。

らかではありません。したがって、今の段階では

ノロウイルスの粒子は直径 40/1,000,000mm と大変

除去のための効果的な方策はないと考えられます。

小さく、単独ではカキの鰓を素通りしてしまう大

カキの体内から除去されにくいウイルスはノロ

きさです。そこで、何かの浮遊有機物と結合して

ウイルスだけではなく、ヒト A 型肝炎ウイルス、

大きな塊となり、カキの鰓に捕捉されて餌料とし

ロタウイルスなどがあります（McLeod et al., 2009

て取り込まれるのだろうと推測されていました。

ほか）。これらのウイルスが除去されにくいのは、

しかし、前項で示したように、ノロウイルスは鰓

おそらくノロウイルスの場合と共通するしくみに

の繊毛に対して特異的に結合することがわかりま

よると思われます。どのウイルスでもよいから、

したので、海水中にフリーの状態で存在しても、

除去されない理由を明らかにできれば、ノロウイ

鰓と結合することで事実上濃縮されている可能性

ルスの問題も解決するかもしれません。

があります。
（疑問 6）ノロウイルスをカキの体内から浄化できる
のか？
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4．おわりに
以上みてきたように、2004 年の時点で明らかでは

（新たな回答 6）一度カキの体内に取り込まれたウイ

なかった重要な事項のいくつかが、良い意味であれ

ルスを除去することは、きわめて困難です。ウイ

悪い意味であれ明らかにされてきた一方で、2014 年

ルス数を減らせるケースはありますが、完全に浄

になってもいまだに未解明のものもあることがわか

化はできません（Ueki et al., 2007 ほか多数）
。大

りました。特に、ノロウイルスの取り込み機構や分

変残念な結果ですが、これが現実です。2004 年頃

解機構の解明はほとんど進展していません。取り込

までに行われた代替ウイルスを用いた実験におい

み機構を知ることは「ノロウイルスを取り込ませな

て、高い除去効率を示す結果が得られていたこと

い方策」を知ることにつながり、ノロウイルスフリー

は前に述べた通りです。そこで大いに期待された

のカキを生産するための基盤となります。是非とも

のですが、本物のヒトノロウイルスを用いた飼育

研究を進めなければなりません。最近の動向をみる

実験では、カキ体内からノロウイルスはほとんど

と、取り込み機構の問題を含めノロウイルスフリー

除去できませんでした。高水温による代謝促進も

カキ生産のための基礎研究が大変難しい局面である

試みられましたが、特に改善は認められませんで

ことは理解できますが、私を含め世界のカキ研究者

した。ノロウイルスが除去されにくい理由は明ら

がもっと努力をしなければなりません。

かではありません。しかし、2 つの理由が推定で

先に述べたように、最初の総説記事が掲載された

きます。1 つは、前の事項でみた細胞上の受容体

2 年後の 2006 年にカキの風評被害が起こってしまい

や糖鎖に対するノロウイルスの特異的な結合です。

ました。この風評被害の後は皆さんもご承知の通り、

例えば、ノロウイルスがカキ中腸腺の内腔にただ

何が原因であってもノロウイルスの話題が出ると必

滞留しているのであれば、洗い流すことも不可能

ずカキが引き合いに出されるようになりました。そ

ではないでしょう。しかし、細胞としっかり結合

れは半分正しく、半分間違っています。すなわち、

している場合、これをはずして押し流すことは難

カキはいつでもノロウイルス食中毒の原因食品では

しいです。もう 1 つは、ノロウイルスが血球によっ

ありません。しかし、毎年カキを原因とするノロウ

て体の深所に運ばれることです。カキの胃や中腸

イルス食中毒は出ています。最近の大流行を引き起

腺等の周囲は結合組織で構成されていますが、ノ

こしている直接の原因はカキではありませんが、残

ロウイルスを取り込んだ血球はそれら結合組織の

念ながらカキは今もノロウイルス食中毒の原因食品

中に入り込んでいました。この血球の行動は、ど

であり続けています。つまり、カキからノロウイル

ういう目的で行われているのか、現在のところ明

スを除去する、あるいはカキにノロウイルスを取り
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込ませないようにする、それらを実現しないかぎり
「ノロウイルス胃腸炎の原因食品＝カキ」というイ

技術・学術政策研究所の HP で、どなたでもご覧に
なれます。

メージも実態もなくならないでしょう。
なお、本記事をお読みになった方の中には、ノロ
ウイルス食中毒やノロウイルス胃腸炎の全容を詳し
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〈裏表紙〉シリーズ「世界のかき養殖場」アイルランド

ヨーロッパヒラガキ養殖の準備ができた
満水の池（夏季）

カキを収穫するけた網（幅約 2m）

23: 21-26.

養殖池から収穫される稚仔貝

７月号：10-23.

写真説明

ムラサキイガイの殻に付着した種ガキは
海に撒かれ、3 年で成貝に育つ

収穫されたカキは荷揚げされた後、浜辺で分別・等級付けされる

空から見た21個のヨーロッパヒラガキの養殖。
ひとつの池の面積は約625㎡（25ｍ×25ｍ）
深さは1.6ｍあり、容積は1000㎥（1000トン）
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