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四 を真正中間宿主，スルメイカ

いる 99）．スルメイカに寄生するニベリン条虫は幼虫

られている（長澤 1991）．スルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の寄生部位については，外套膜，内

いてはスルメイカの水揚げ後から検査までの経過時間が明らかでなく，本幼虫の移動性を考えると記

カと たスルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の寄生状況について調べ，ニ

で報 調査の一部は，独立行政法人水産総合研究センターの委託事業により実施した． 

 

試料 ， 本 付

近の 山 」 釣

り機によって釣り上げられたものから無作為に抽出した．釣獲されたスルメイカは水槽に収容し，水

深約 2m か

検査は 2 つの調査で 体ずつ取り上げ，約

10 分間スルメイカを空気中に静置し，活力の低下後ただちにニベリン条虫幼虫の寄生状況を調べた．

調査 2 では 21 個体のスルメイカを空気中に約 10 分間静置した後，プラスチック製のかごに収容し，

約 3 時間海水をかけ流した．この後再び空気中に静置し，1 個体ずつ約 2 時間かけてニベリン条虫幼

虫の寄生状況を調べた．  

検査方法 スルメイカの外套背長の測定と外套膜等の表面と皮下の肉眼観察を行った後，外套膜の腹

側正中から体軸方向に鋏で切開し，雌雄の判別を行った．次に外套膜の内側表面，漏斗内部表面及び

内臓表面を肉眼で観察した．さらに外套膜から内臓を頭と腕とともに取り外し，外套膜筋肉内の検査

を行った．外套膜筋肉内に白変部が認められた場合，その部分を切開し，ニベリン条虫幼虫の寄生の

有

common squid Todarodes pacificus 

若林信一

Shin-ichi WAKABAYASHI 

吻目条虫類のニベリン条虫 Nybelinia surmenicola は，オキアミ類

や硬骨魚類を運搬宿主または延長中間宿主，そしてネズミザメを終宿主とすることが明らかにされて

（嶋津 1975a；嶋津 1975b；Shimazu 19
（plerocercoid）で，スルメイカの漁獲後寄生部位から脱して宿主の体表などを動きまわることが知

臓，腕などが報告されている（田中ほか 1956；林 1974；細本 1995）．しかし，これらの報告にお

載された寄生部位が本来のものであるのか疑問が残る．そこで，海水から取り上げた直後のスルメイ

その後約 3～5 時間経過し

ベリン条虫幼虫の寄生部位を明らかにするとともに時間の経過に伴う幼虫の移動について観察したの

告する．なお，本

試料と方法 

 調査に供したスルメイカは 2002 年 6 月 27 日 20 時から 28 日 4 時までに 日 海の大和堆

海域（北緯 39°40′東経 135°01′）で富山県水産試験場漁業調査船「立 丸 の自動イカ

ら汲上げた海水をかけ流し，寄生虫検査に供するまで生かしたままにおいた． 

実施した．調査 1 では，20個体のスルメイカについて1個

無を調べた．各部位に寄生していたニベリン条虫幼虫はピンセットで摘出し，寄生部位別に個体数

を記録した．なお，漁獲時の海況は，気温 17.9℃，表層水温 17.4℃，水深 5m 水温 16.5℃であった．



寄生の程度を表すために，寄生率，平均寄生数及び相対寄生数を用い，その算出はそれぞれ次式によ

って求めた． 

寄生率＝（ニベリン条虫幼虫の寄生を受けたスルメイカ個体数／供試スルメイカ総個体数）×100 

平均寄生数＝ニベリン条虫幼虫の総寄生数／ニベリン条虫幼虫の寄生を受けたスルメイカ個体数 

相対寄生数＝ニベリン条虫幼虫の総寄生数／供試スルメイカの総個体数 

 

スルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の寄生状況をスルメイカの雌雄別個体数及び外套背長範囲

結   果 

とともに表 1 に示した．寄生虫検査中のスルメイカは，調査1では動きが非常に緩慢な生鮮状態であ

り，調査2では体躯部のみならず心臓等内臓の動きも見られず死亡状態であった． 

調査 1 におけるスルメイカの雌雄別個体数（外套背長範囲）は，雄 6 個体（214～231mm）と雌

14 個体（201～247mm）であった．ニベリン条虫幼虫は，雌 1 個体（外套背長 212mm）を除く 19

ったが，

胃

に合計 66 個体認められた。スルメイカにおける幼虫の最高寄生数は 9 個

考   察 

胃以外の寄生部位として肝臓，膵臓，精巣及び囲心内臓腔の膜に認められた。肝臓ではいずれの幼虫

も胃に近接した位置に認められた．一方，調査2で，ニベリン条虫幼虫はスルメイカの胃に最も多く，

総寄生数の約 24％が胃に認められた．しかし，その比率は調査 1 のスルメイカの場合と比較して 3
分

イカの

死

個体のスルメイカに合計 80 個体認められた．スルメイカにおける幼虫の最高寄生数は 11 個体であっ

た．また，寄生率，平均寄生数及び相対寄生数はそれぞれ 95.0％，4.2 及び 4.0 であった． 

スルメイカの外部観察では，外套膜，漏斗，頭及び腕の各表面にニベリン条虫幼虫は認められなか

った．内部観察では，外套膜の内側表面及び漏斗内部表面にニベリン条虫幼虫は認められなか

，肝臓，膵臓，精巣，及び囲心内臓腔の膜に認められた．このうち胃における寄生数が最も多く，

全体の 88.8％を占めた．また，外套膜筋肉内にニベリン条虫幼虫は認められなかった． 

調査 2 におけるスルメイカの雌雄別個体数（外套背長範囲）は，雄 5 個体（203～248mm）と雌

16 個体（195～248mm）であった．ニベリン条虫幼虫は，雌 2 個体（外套背長 200mm 及び 212mm）

を除く 19 個体のスルメイカ

体であった．また，寄生率，平均寄生数及び相対寄生数はそれぞれ 90.5％，3.5 及び 3.1 であった． 

スルメイカの外部観察では，ニベリン条虫幼虫は外套膜の表面・皮下に最も多くみられ（幼虫総個

体数の 16.7％。以下同様．），次いで頭（6.1％．表面と皮下．）と腕（3.0％）に認められた．内部観察

では胃に最も多くみられ（24.2％），次いで外套膜内側表面（13.6％），精巣・卵巣（7.6％），鰓心臓

（6.1％），肝臓（4.5％），囲心内臓腔の膜（4.5％），直腸（4.5％），鰓（4.5％），漏斗内部（1.5％），

胃盲嚢（1.5％）及び纏卵腺（1.5％）に認められた．また，外套膜筋肉内にニベリン条虫幼虫は認め

られなかった． 

 

調査 1 において，スルメイカに寄生するニベリン条虫幼虫の個体数の 80％以上が胃に認められた．

の 1 以下であり，寄生部位は広範囲に及んでいた．これらのことからスルメイカにおけるニベリン

条虫幼虫の主寄生部位は胃であると考えられ，スルメイカの死亡後，幼虫の一部は5時間以内に胃を

中心とする寄生部位を脱し，他の内臓や体表などへ移動したものと考えられた． 

スルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の寄生部位についてはこれまで，皮下，筋肉，内臓など（田

中ほか 1956），スルメイカの表皮，外套膜の内側，肝臓，胃，生殖腺の周囲及び表皮の内側（林 1974），
外套膜内側の筋肉表面，内臓壁，腕及び漏斗内との記述がある（細本 1995）．これらの報告では，

寄生部位が胃、肝臓などの内臓のほか，外套膜，腕及び漏斗内に及んでいることから，スルメ

亡後，時間の経過とともに一部のニベリン条虫幼虫が胃を中心とする寄生部位から脱し，移動した

後に寄生虫検査に供されたものと考えられる． 



 

表１ スルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の寄生部位   

  

(スルメイカを海水から

取り上げて約 10 分間静

置後に検査) 

調 2 

(スルメイカを海水から 

取り上げて約 10 分間静置

後 3～5 時間経過してから

調査1 査

 検査) 

供試スルメイカ総個体数 20(雄 6，雌14) 21(雄 5，雌16) 

雄 214-231 雄  203-248 供試スルメイカの外套背長範囲(mm)

247 

 

雌  201- 雌 195-248 

被寄生スルメイカ個体数 19 19 

幼虫の総寄生数 80 66 

被寄生スルメイカにおける幼虫の 

最高寄生数 
11 9 

寄生率（％）1) 95.0 90.5 

平均寄生数  4.2 3.5 

相対寄生数 3) 4.0 3.1 

外部観察 面及び皮下)    

腕  2(3.0) 

頭  4(6.1) 

外套膜  11(16.7) 

内部観察(表面)    

外套膜  9(13.6) 

漏斗  1(1.5) 

胃 71(88.8)4) 16(24.2) 

胃盲嚢  1(1.5) 

肝臓 5(6.3) 3(4.5) 

膵臓 1(1.3)  

精巣・卵巣 2(2.5) 5(7.6) 

囲心内臓腔の膜 1(1.3) 3(4.5) 

鰓心臓

直腸

纏卵腺

鰓  

1)  供試スルメイカ総個体数に対する被 生スルメイカ個体数の百

2)

(表  

 4(6.1) 

 

 

 

3(4.5) 

1(1.5) 

3(4.5) 

分率 寄

2) 被寄生スルメイカ1個体当りのニベリン 体数 

リン条 体数 

4) 幼虫の寄生数（％）   

 

鈴木 ，スケトウダラのニベリン条虫幼虫の寄生部位について，漁獲当日と 20℃の

室温に一夜放置した場合を比較し，ニベリン条虫幼虫が内臓から筋肉内へ移動するとしているが，本

研究では，ニベリン条虫幼虫のスルメイカ外套膜筋肉内への移動は認められなかった． 

本幼虫はスルメイカの寄生虫のなかで最も目に付きやすく（長澤 1995），多くの人の関心を引く

生物である．スルメイカのニベリン条虫幼虫が人の扁桃や口腔へ付着した事例が報告されているが，

条虫幼虫の平均個

3) 供試スルメイカ1個体当りのニベ 虫幼虫の平均個

ほか（1974）は



本幼虫が人体に寄生することはなく（Nagasawa 1993；  1995），むしろ，調査 明らかなよ

うにスルメイカの死亡後時間の経過とともに本幼虫が宿主の体表などを移動するため苦情の原因とな

りやすく，そのためスルメイカの商 価値が損なわ まうことが問題 ．また，

Hochberg(1990)は，産業的に重要なイカ類の消化管に寄生する条虫の一種 Phyllo m の幼虫が

活発に宿主の体中，特に体腔中へ移動し，漁獲物の経済的価値をひどく低下させるが，漁獲後のイカ

の速やかな凍結がこの問題の発生を防止するとしている．スルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の移

動に対する凍結処理の効果についての報告例はないが，漁獲直後の急速凍結処理は幼虫の胃部からの

移動防止に有効と推察される． 
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要   約 

１ スルメイカにおけるニベリン条虫幼虫の主寄生部位は胃と考えられた． 

２ 幼虫の一部はスルメイカの死亡 以内に胃を中 とする寄生部位を脱し 臓や体表

などへ移動することが確認された． 
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