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〈解説〉

養鶏場における環境問題の現状と対策

鶏病研究会

干 305-0856茨城県つくば市観音台 1-21-7サンビレッジ川村 C-I0l

キーワード:悪臭，粉塵，ハエ，水質汚濁

はじめに

養鶏場当たりの飼養羽数が少なく，近隣に一般住民が

少なかった時代は，養鶏場の鶏糞処理は竹棚による天日

乾燥でも畜産公害に関する苦情は聞かれなかった22)が，

近年，飼養規模の拡大化，養鶏場周辺への宅地化，一般

住民との混住化が進むにつれて，悪臭およびハエ等の害

虫発生への厳しい対応が求められるようになってきた。

農林水産省生産局畜産音11の調査によると. 2009年に

おける畜産経営に起因する苦情発生戸数は. 2.192戸と

減少したものの，苦情発生率(苦情発生数/畜産農家戸

数)に関しては，近年ほぼ横ばい傾向で推移している(表

1) 32)。畜産経営に起因する苦情数 (2009年)を内容別

に表2に示す犯)。畜種別では，鶏の割合が19%(465/2，443 

戸)で，乳用牛の 33.4% (815/2，443戸).豚の 29.0%

(708/2.443戸)より低いが，肉用牛の 16.9% (414/2，443 

戸)よりは高い。鶏に関与した苦情内容では，悪臭関連

(265/465戸)が最も多く，次に害虫発生 (1011465戸).

水質汚濁関連 (64/465戸).その他 (35/465戸)となっ

ている。 他の畜種に比べ，養鶏では害虫発生が多く，水

質汚濁関連が少ない傾向にある。畜産環境の悪化は，近

隣住民に迷惑をかけると同時に，家畜の生産性や飼育管

理者の健康にも悪影響を与える。本解説では，鶏舎およ

び周辺環境における悪臭，粉塵，ハエおよび水質汚濁に

ついて現状と対策をまとめた。

1.悪臭と粉塵

1) 悪臭の概要

悪臭とは人に不快感を催す臭いの総称であり，悪臭防
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止法では生活環境を損なうおそれのある物質(特定悪臭

物質)として 22物質が指定され，畜産ではアンモニア

や硫化水素など. 9ないし 11種が関係の深い物質とし

て挙げられている5)。悪臭は周辺の一般住民に不快感を

与えるだけでなく，刺激性の強いアンモニアや毒性のあ

る硫化水素は，家畜・家禽に対しでも有害であり，生産

性にも重大な影響を与える。

家畜・家禽の飼育に伴う臭気の発生源には，動物，糞

尿等があるが，特定悪臭物質を含む臭気成分は，多くが

糞尿あるいは飼料の微生物による分解過程で発生する 2)。

特に糞便は，腸管内での嫌気発酵後に排継されるため悪

臭を発生しやすく，排t世後も発酵により悪臭が増す。糞

便からの悪臭発生は，糞便中に含まれる炭素化合物，硫

黄化合物および窒素化合物を微生物が分解し悪臭物質

が産生されることによる5)。一般に水分が多いと，空気

に触れないため，嫌気性の発酵がおこりやすく，悪臭も

発生しやすい。排池された糞便を長時間畜舎内に放置す

れば悪臭の発生源となる。悪臭の発生防止には，①適

切な飼養管理による清浄な環境の維持，②水分・臭気

の吸着した敷料の除去，③換気・送風による乾燥，

④糞尿の早期搬出とその後の適切な処理が基本となる。

糞尿からの悪臭物質産生の低減には，一般に好気的環

境下での微生物処理が有用とされている。これは，好気

的条件では微生物による酸化反応が進み悪臭成分の発生

が少なく，逆に嫌気的条件下では還元反応が優先され，

悪臭成分が多く生成されることによる2，5)。悪臭物質の発

生源となる糞使中の炭素化合物，硫黄化合物および窒素

化合物のうち，炭素化合物は好気的条件では無臭の二酸

化炭素と水にまで分解されるが，嫌気的条件下では悪臭

の原因となる揮発性脂肪酸が多量に産生され，悪臭が発

生する。硫黄化合物の場合にも，好気的処理では無臭の

硫酸塩まで分解されるが，嫌気的処理では特定悪臭物質

であるメチルメルカブタンや硫化水素が残存し，悪臭の

原因となる。窒素化合物では，好気的処理あるいは嫌気

的処理のいずれにおいても分解過程でアンモニアが発生
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するが，好気的処理の場合には無臭の硝酸塩にまで変換

され，悪臭の発生を抑制することができる。

養鶏場における悪臭の主な発生場所は，鶏舎と鶏糞処

理施設に大別される。鶏舎からの悪臭は，鶏や新しい糞，

飼料や粉塵等から発生する臭気が鶏舎全体から排気，拡

散されるため，低濃度で風量が多く，季節や気候条件に

よって大きく変化し捕集が困難であることが多い15)。鶏

糞処理施設からの悪臭は，糞中の有機物が各種の微生物

分解作用を受けるために高濃度で発生することが多いが，

発生源が限定されるため，風量は少ない特徴がある15)。

鶏糞からの揮発性成分は，新鮮糞 1kg当たり，塩基

性成分530mg. 中性成分 194mg. 強酸性成分 103mg.

弱酸性成分95mgで，尿が糞と一緒に排j世されるため，

塩基性成分が特に多く，主にアンモニアで，アミン類も

若干認められる42)。悪臭で特に問題となるアンモニアは，

鶏舎内で排植される糞量が多いほど，また，飼育密度が

高いほど発生量は多くなる。 温湿度が高い環境では微生

物の増殖が活発となり，糞の分解も促進され，アンモニ

ア量が増加する3)ため，悪臭に関する苦情は冬季より夏

季の方が多い42)。アンモニア濃度は換気不良の鶏舎内で

特に高くなる。アンモニアに暴露されたひなは飼料消費

量が減少し増体が悪化し性成熟が遅れると言われて

いる3)。アンモニア濃度が高いと，呼吸器官の粘膜上皮，

さらに限の結膜と角膜を強く刺激する。特に，気管粘膜

上皮の線毛が麻痔，消失し，上皮から分泌される粘液が

なくなると，吸入された粉塵等に付着している細菌が，

肺や気嚢に到達して感染を引き起こす。とりわけ，大腸

菌によって誘発される気嚢炎，肺炎，敗血症等がみられ

るようになる1)。ブロイラーでは角膜炎の発生が多く，

敷料の再使用，床面給温，換気不良が要因とされている岨)。

アンモニア単独で、は 50~100ppm 以上で数週間暴露す

るとブロイラーの増体量や飼料要求率が悪化し，採卵鶏

表1. 畜産経営に起因する苦情発生戸数と苦情発生率

年 1973 1975 1980 1985 1990 1995 1998 

戸数(戸) 11.676 9.816 6.006 4.591 3.443 2.520 2.588 

苦情発生率(%) 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 1.0 1.3 

年 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

戸数(戸) 2.707 2.501 2.633 2.622 2.602 2.582 2.541 

苦情発生率(%) 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 

資料:農林水産省生産局畜産部企画課調べ

注 I戸数は当該年の 7月1日までの 1年間に住民から地方公共団体へ届けられたものである。

注 2:苦情発生率=苦情発生戸数/畜産農家戸数

表 2目畜産経営に起因する苦情の内容別発生状況 (2009年)

区分 悪臭関連 水質汚濁関連 害虫発生 そのイ也

乳用牛 469 198 19 129 

肉用牛 200 112 18 84 

豚 422 235 10 41 

鶏 265 64 101 35 

そのイ也 18 4 4 15 

言十 1.374 613 152 304 

1999 2000 

2.590 2.719 

1.4 1.6 

2008 2009 

2.433 2.192 

2.0 1.9 

(単位・戸(%))

計

815 (33.4) 

414 (16.9) 

708 (29.0) 

465 (19.0) 

41 (1.7) 

2.443 (100.0) 

構成(%) 56.2 25.1 6.2 12.4 100.0 

資料:農林水産省生産局畜産部調べ

注 1:1水質汚濁関連」とは，水質汚濁のみでなく，水質汚濁に水質汚濁以外の環境汚染(悪臭，害虫発生等)を

併発しているものをも含む。

また「悪臭関連」についても同様の趣旨による。従って，要因の合計は総数とは一致しない。

2:その他は，ふん尿の流出，騒音等である。
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ではさらに長期間の暴露で産卵率の低下等が認められる

が，これより低濃度でも病原微生物に対する抵抗力が低

下する42)。

鶏への影響の具体例として. 1日齢のブロイラーひな

にアンモニアを 28日間暴露した場合に.25ppmで軽度，

50. 75ppmでは重度の角膜炎を発症剖) 50. 75ppmで

は増体が 6~9%低下. 75ppmでは致死率が非暴露群

5.8%に対して 13.9%に増加お)するという報告がある。し

かし角膜炎や増体低下はいずれも暴露中止により回復

しており，早期にアンモニアによる負荷を除くことが効

果的である。アンモニアや粉塵の影響によって，マイコ

プラズマ・ガリセブチカム感染症や大腸菌症が増加する

こともある制。アンモニアは空気中の水分子に吸着して

いると考えられるため，換気により舎内の温度を下げ，

乾燥させれば，アンモニア濃度は低下する3)。なお，飼

育管理者が我慢できるアンモニアの最大濃度は 50ppm

とされているが，これ以下でもストレスは大きいと言わ

れている42)o 成人または体重 68kgの豚でアンモニアの

生理的障害をみると. 400ppmで咽喉刺激. 700ppmで

眼刺激. l.700ppmで咳と発泡 3.000ppm30分で窒息，

5.000ppm 40分で致死すると報告されている42)。

2) 鶏舎の構造別にみた悪臭抑制策

a. 採卵鶏低床式開放鶏舎

開放鶏舎は舎外の環境に強く影響される日)。採卵鶏舎

では，夏季の軟便による悪臭が問題となりやすく，排世

直後の通常の鶏糞の水分合量は 80%であるが，夏季は，

最も水分合量の低い秋季の1.7倍になる。低床式鶏舎に

おいて除糞間隔を 2~3 週間にすると，糞の含水率は

第 48巻 2012 年

75%に減少するお)が，ケージ下に糞を堆積して 4日を過

ぎるとアンモニアの発生が顕著になることから，週2回

以上の除糞・搬出を励行するとよい42)。採卵鶏舎では水

樋給水(ケージ前面の外側に水樋を設けて，常時水を流

して給水田))の場合，樋の詰まりによる溢水事故で，糞

が濡れることがある。 水樋の代わりにニップルドリン

カーを使用すると，飲水量が減り，糞中の水分量が低下

するため，夏季の軟便対策に有効である55)。冬季の凍結

等によるニップルドリンカーの故障等がおこる場合があ

るので.水樋，ニップルドリンカー共に日常の清掃や目

配りが重要である。

b. 採卵鶏高床式開放鶏舎

高床式開放鶏舎は床面の高さを1.5~2.0m とし，床下

に鶏糞を長期間堆積できるのが特徴で，約 20年前に多

く建設された。平飼いでは，床が金網で¥ケージ飼いで

は，糞が直接床に落ちる構造とケージ下に糞受けのある

構造のものがある 12)。糞の堆積期間は 0.5~1 年で，糞

の舎外搬出の手聞が省ける一方，糞の堆積が悪臭，ハエ

の発生源となり，畜産公害を招く危険がある日)。長期間

の堆積では，糞が直接外気に触れる期聞が長いため，臭

気が発生しやすい。臭気物質はアンモニアが圧倒的に多

く，堆積に伴い水分の多い嫌気性の部分が生じると，メ

チルメルカブタン，硫化水素等の臭気が発生する42)。高

床式鶏舎では. 3カ月以上，ケージ下に糞を堆積すると

糞の水分含量は 40~ 50%となるお)。堆積する場合でも.

糞の水分含量を 40%以下にすれば，硫黄系臭気の発生

は抑えられ，アンモニア量も少なくなる42)。鶏舎周囲を

整理整頓し風通しをよくして，糞の乾燥を促進させ，雨

表 3. 採卵養鶏大型ウインドウレス鶏舎の悪臭(ハエを含む)対策の方法例

養鶏場 全飼(養羽羽)数 1群(羽羽)数 鶏舎構造 対策方法 水分調整方法 効果

崎多段式ケージ粧高官H 笹川肌警官札
A 850.000 60.000前後 システム 機生 65~75% 1:': 

(7段 2階)

B 400.000 
立体多段式ケージ 重鶏でザ兼払粂集ねル生はて焚モ必慈3ネ~5有臭4ラ4股対対Hト策与策間を。色隔稼も 糞し!乾をダマ分ニク調ユト整使ア川致 悪ハ奥エ低発減牛。減少n

40.000前後システム 値化 ル
(5段)

Aライン多段式
堆草前旭剤で川化投生。与~奨飼。:lをM料慰、に問五生

悪臭低発減生。

C 350.000 30.000 ケージシステム
ハエ 減少。

(高床式)

3搬酵オ鳴日発出間酵。に隔投。そでの入鶏後糞を ウインドウレス鶏た 悪臭発低誠千
D 400.000 30.000 セミウインドウレス 。，バ発イ 舎めよ水り乾分燥ωす~6る5% ハエ 減少。

になっている。
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水等が流入しない方策が必要で、ある。

C. 採卵鶏ウインドウレス鶏舎

ウインドウレス鶏舎では日長時間をコントロールし，

性成熟日齢を揃え，生産性向上を図ることができ，換気

量の調節により舎内温度も制御できる。ただし停電等

により各種機器が正常に作動しなくなった場合には，迅

速に対処しなければならない日)。

近年，特に多くなった採卵鶏大型ウインドウレス鶏舎

における悪臭(ハエを含む)対策例を表3に示した。一

部セミウインドウレス鶏舎も含めて 4養鶏場があるが，

いずれも対策のポイントは鶏糞を乾燥させることにより

糞量を減らすことで，水分合量を概ね 60%台にするこ

とに重点がおかれていた。ウインドウレス鶏舎では，鶏

舎内に糞乾燥処理装置が装備され，除糞も自動化されて

いる例が多い。特に，表中の A農場では，水分 75%の

鶏糞を 65%にすれば，水分調整をほとんどしなくても

発酵機に投入でき，発酵処理が円滑にできるだけでなく，

生糞重量も 30%近く削減できるとして，糞乾燥ダクト

が採用されている。

d. ブロイラー鶏舎

ブロイラー飼育では，アンモニアの発生は 4週齢を過

ぎた時点で一気に増加すると言われており，その原因と

して，敷料の吸着能力の限界到達，廃温での湿度上昇に

よる糞中の尿酸分解促進が挙げられる。この場合，舎内

を乾燥させることがアンモニア発生の抑制につながる

が，乾燥は粉塵を発生しやすくする欠点もある42)。ウイ

ンドウレス鶏舎における停電や機械の故障による換気不

能の影響について， 8週齢ブロイラーで調べた成績があ

る。夏季に換気不能となった場合，舎内温度はしだいに

上昇し相対湿度は 30分後に 100%になり，鶏は激し

いパンテイング(あえぎ呼吸)を示し，アンモニア濃度

は停止 30分後に 10ppm，40分後に 20ppmとなった。

しかし冬季の場合，停止後 3，5時間を経過しでも鶏は

切迫状態とはならず，アンモニア濃度は 2時間後に

20ppm，3時間後に 50ppmであった39)。また，ブロイラー

飼育では，ベル型ドリンカーへの鶏の接触により，水が

こぼれ，周辺の敷料の水分含量が増し悪臭を放つことが

多い。水分を含んで硬くなった敷料は胸部水庖44)や痴皮

性皮膚炎10)の原因にもなる。最近ではドリンカーを重く

してこぼれない工夫もされているが，水がこぼれたらで

きるだけ早く濡れた敷料を除去する必要がある。通常，

除糞は出荷時まで行われず，床面給温方式では，除糞時

の糞の水分含量が 35%であったという報告がある加。

しかし床面給視方式で、ない場合の水分含量は高く，特

に夏季は飲水量が多く，暑熱対策として細霧冷却等を頻

繁に行うと，さらに水分含量は高くなると考えられ，細

やかな管理が必要である。

3) 鶏糞処理施設の悪臭抑制策

鶏糞処理施設の悪臭は，脱臭装置に送り込み取り除か

れる。開放型の処理施設(ハウス乾燥等)ではプラスチッ

クフィルム等で密閉状態にし，一部に排気口を設けて強

制排気し脱臭装置へ発生臭気を送り込み，排気口の反

対側に新鮮空気の流入口を設けて内部の換気を行う 2)。

密閉構造の施設(密閉縦型発酵機等)では臭気をそのま

ま脱臭装置に強制通気する。

鶏糞処理施設の脱臭方式として，薬液・洗浄方式，生物

脱臭方式，燃焼脱臭方式などが紹介されている。薬液・洗

i争方式には水・酸・アルカリ・酸化剤・中和剤・消臭剤な

どを用いた噴霧法，洗浄塔(薬液と臭気ガスを洗海塔で

接触させ，悪臭を吸収・分解する)，ろ材充てん式洗浄塔

がある。生物脱臭方式にはろ材充てん式生物脱臭法，活性

汚泥脱臭法，土壌脱臭法があり，燃焼脱臭方式には直接燃

焼法，触媒燃焼法がある。脱臭効率が高いのは，生物脱臭

方式と燃焼脱臭方式であるが，生物脱臭方式は管理がや

や難しく，燃焼脱臭方式は経費がかかる 17)。なお，施設の

容量を超えて糞が投入されると処理能力の低下，処理物

の品質悪化がおこり，処理過程からの臭気の発生も多く

なる却 o 1万羽の飼養羽数に対し， 3万羽の処理能力を

もっ密閉縦型発酵機を購入しなるべく長期聞入れてお

く例日)や，気温の低い冬季の処理能力を基本とした対応

可能羽数の，約 3分の 2の飼養羽数にしている例もある。

4) 養鶏場の悪臭抑制策

養鶏場全般の悪臭対策としては，①軟便防止等の鶏

の良好な健康状態の維持，②適切な清掃作業，③糞の

早期搬出・処理利用，④水分および悪臭の敷料による

吸着・除去，⑤送風・換気による糞の乾燥などが挙げ

られる2)。⑥脱臭資材の利用については，近年，飼料添

加あるいは糞尿に混合する脱臭資材が多く販売されてい

るが，効果の有無については両論あるのが現状と言われ

ている 4)0 in vitroの測定実験では，アンモニアの低減

効果が確認されているものもある釘)が，実際，鶏舎で使

用した場合の費用に見合う効果については確認されてい

ない。また，悪臭問題は感覚公害といわれる面もあり，

⑦養鶏場内での整頓・清掃，⑧敷地境界付近に植樹・

植花し外部から場内を見通せなくし美化に努めるこ

とも肝要である2)。ツゲ，ヒバ類，サンゴジ、ユなどの生垣

には優れたアンモニア除去能力が知られており，根の付

いた生きた状態で，しかも濡れた条件下では，実験的に

最大 30%弱のアンモニア除去作用が報告されている掛。

ただし堆肥舎など， 20~150ppm の高濃度のアンモニ
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アを発生する場所では，短時間で多量のアンモニアを吸 ロイラーを飼育中の陰圧横断換気方式無窓平床鶏舎で

収・吸着してしまうので¥葉の褐変なとや樹木への被害が は， DDAClO%製剤 500倍希釈i夜を時間換気量 1m3当

予想されるため，生垣による悪臭対策は難しい48)。鶏舎 たり O.2mL噴霧することで，噴霧期間中の空中浮遊細

周辺の植樹は，物理的効果として，悪臭除去，鶏の羽毛 菌濃度を噴霧前の約 60%に低減することが明らかにさ

や粉塵除去，鳴き声などの騒音防止，心理的効果として， れ， このとき塵挨濃度も約 50%に低減したことが示さ

緑があることによる自然・やすらぎなどの良いイメージ れている制。産卵鶏飼育中の陰圧換気無慾鶏舎において

の付与，畜舎や家畜を見通せなくして臭いを感じさせな は，鶏舎全域に噴霧可能な台数の噴霧器を用いて毎日

い効果もありベ鶏舎環境の改善に複合的に貢献すると DDAC10%製剤 500倍希釈液を時間換気量 1m3当たり

期待される。 0，2~0.4mL 噴霧することにより，空中浮遊細菌濃度は

5) 粉塵の障害と抑制策 噴霧前の 41~ 55%に，粉塵濃度は 54.2~ 62.5%に低減

粉塵は，人間の気道内に臭気や微生物を運ぶために， された51!。この試験成績も，産卵期間に DDAC製剤jを

悪臭をさらに増強させる2)。鶏舎内の粉塵の約 90%が乾 使用することによって，空中浮遊細菌濃度と粉塵濃度が

物で，そのうちの約 60%が蛋白質，約 9%が脂肪，約 4% ある程度低減することを示している。

が繊維であり，これらの由来は鶏の羽毛や皮膚である。

粉塵の粒径は 1~100μm 以上で 10μm 以上の粉塵

は換気による空気の流れに影響されにくく，重力で沈降

し鼻腔に堆積する。 5~ 10μmの粉塵は気管に沈着し，

5μm以下の粉塵は空気の流れと一緒に動き，肺にまで

到達する 16)。飼育者は，鶏の脱落表皮(フケ)や羽毛等

の蛋白質を長期間吸入することになるため，鶏アレル

ギーや塵肺症を起こす場合もある。また，高濃度に粉塵

が浮遊する環境で鶏を飼育すると，気道が障害を受け，

病原体の感染を受けやすくなるし，粉塵に病原体が付着

している場合には病原体を伝播することになる。鶏舎の

空気 1m当たりに含まれる粉塵粒子の数は鶏の活動時で

は 800 万~ 1，400万個が検出され，休息時の 100万個に

比べ著しく多い。病原体は飛沫や粉塵に付着しているた

め，粉塵量が多ければ病原体の量も増え，伝播しやすく

なる。大腸菌症やマレック病が粉塵によって伝播される

ことが知られている40)。粉塵の濃度は，①餌の種類，②

給餌方法，③換気システムと環境制御，④床のデザイン，

⑤鶏の行動により大きく影響されるが16) 鶏舎内の粉塵

量を抑制するためには， 日常の清掃・除糞を行うのが基

本である。

粉塵の捕集技術には，フィルターあるいは電気的方法

による集塵， ミスト噴霧あるいは超音波噴霧器による粉

塵除去の方法があるが，いずれも研究段階で実用化には

至っていない16)。ウインドウレス鶏舎の排気中の羽毛・

粉塵を捕捉する自走式ネットスクリーン装置が開発さ

れ，羽軸がある正羽はほぼ 100%捕捉され鶏舎外への飛

散を阻止でき，鶏舎外に排出される浮遊粉塵は約 15%

低減されたという報告もあるお)。

また，塩化ジデシルジメチルアンモニウム (DDAC)

製剤を鶏舎内に噴霧することにより空中浮遊細菌濃度と

ともに粉塵濃度も低減できたことが報告されている。ブ、
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2. ハ工発生

1) 概要

ハエは悪臭と共に畜産公害として人に不快感を与える

だけでなく，鶏ではニューカッスル病，鳥インフルエン

ザ¥家禽コレラ，コクシジウム症等の疾病の伝播に関与

していると言われている制。わが国には約 200種類のハ

エが生息しているが，家畜害虫として防|徐対象となる種

類は多くない。イエバエ，ヒメイエバエ，オオイエバエ

は住宅・畜舎等に入札食物や飼料に群がる。クロバエ

等は屋外のゴミ捨て場や堆肥場で活動する。ハエの成虫

はI対の麹と 3対の脚をもち.複眼は大きく口器も発達

している 12)。ハエの口器は伸縮し液状の食物を吸い上

げて摂食する。唾液や液体を吐出し表面を湿らせ，液状

にして摂取するため，吐出物が色のついたスポットを残

し，ハエの糞と共に接触中の表面を汚すお)。ハエは卵，

幼虫，踊，成虫と完全変態し幼虫は 2回脱皮して 3齢

を経過する。イエバエの幼虫は鶏糞の水分含量が 75~

80%の時に最も多い。一般に糞の水分が多いとミズアブペ

ハナアブ類が多く，多~少でイエバエ，オオイエバエが，

少ないとヒメイエバエが発生しやすいIII。

2) 主なハエの種類

a. イエバエ

イエバエは体長約 6~7mm制.家屋への侵入性が強く，

雌は湿っている有機物の凹所に塊として卵を産みつけ

る。産卵数は 50~150 個，卵から成虫まで 8~14 日間と

短い。羽化 4 日後には産卵がみられ，生涯に 3~4 回産

卵する。幼虫は円筒状で，乳白色のいわゆるウジ形をし

ている。イエバエは動植物由来の軟有機物，発酵物，腐

敗物から発生するため，堆積糞は産卵にも幼虫の餌とし

ても好適で、ある。暖地やウインドウレス鶏舎では周年発

生する。イエバエは昼間活動性で，ウインドウレス高床
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式鶏舎の貯糞槽のような薄暗い場所では不活発に動き回

り，少しでも明るい場所に向かつて行動する。近年，有

機リン系およびピレスロイド系殺虫剤に抵抗性を獲得し

ているハエが増えている 12)。

b. オオイエバエ

オオイエバエはイエバエに似るが，やや大型で，幼虫

の発生源は動物質に富む軟便であり，卵から成虫になる

まで 14~17 日間を要し， 5~6 月に特に多い12) 。

C. ヒメイエ/<;工

ヒメイエバエは体長約 5~6mm却イエバエより小型

で，成虫は広い空間を輪舞するが，壁等に止まる時は麹

を背中の上で重ねるので細長くみえる。幼虫はいわゆる

ウジ形ではなく，扇平，褐色で肉質突起がある。幼虫期

間がイエバエより長いため，卵から成虫までは 25.5日

を要する 12)。イエバエのように高い温度に耐えられず，

初夏に成虫数が最高になり，夏の盛りには減少する36)。

一般に水分の多い鶏糞には発生しないが，乾燥してくる

と増えてくる制。成虫の雌は鶏舎内部や器物に止まるが，

雄は広所交尾性に関連した空中占拠欲(テリトリー)に

起因して空間を輪舞する 12)。成虫は腐敗果実や糖蜜に誘

引され，白砂糖，三温糖は劣ると言われている 12)。糖分

溶液なら何でもよいイエバエとは異なるため，毒餌作り

の誘引物質選択時には注意を要する。

d. クロバエ

クロバエは体長 II~ 15 mm， 4~5 月および1O~1l月

頃に多く，夏季に少なく 12) たくましい体は金属性の光

沢がある。糞や腐敗飼料で繁殖し動物の死体や割れた

卵で汚染している所を好む幻)ため，死亡鶏や割れた卵は

早めに除去する必要がある。

3) ハ工の発生場所

ハエの発生場所は，採卵鶏を収容したケージ下部の堆

積糞，落し込み式床下部の糞，スクレーパーでは取り除

けなかった糞，ブロイラー鶏舎の湿った床敷，ケージや

給水器下の湿った糞，屋外から流入した水による湿った

部分，落ちて湿った飼料，床上や糞中の割れた卵などが

ある 11)。

4) ハエの駆除方法

a. 環境的方法

駆除方法の第 lは環境的方法で，糞・飼料・施設を適

切に管理し，ハエが発生しづらくすることである。定期

的な糞の除去や，糞の乾燥を促すために，給水設備の水

漏れ修理や雨水の流入防止等，ハエの発生源となる場所

の水分を除去する必要がある56)。オールアウト後の成鶏

舎，あるいは成鶏舎に移動後の育成鶏舎は，できるだけ

速やかに除糞し清掃を行い，ハエの発生源となる餌樋や

ホッパーの残りの飼料を除く必要がある。 1週間も放置

すると，すぐにハエの大発生となり，放置しておいたこ

とがハエ対策という新たな仕事を増やすことになる。清

掃，水洗および消毒後，空舎にし，導入直前に再消毒を

するのが基本である。

b. 物理的方法

物理的方法として，市販のハエ取り紙や粘着シートの

使用例が多いが，カレンダーやポスター等水のしみ込ま

ない紙の裏に水溶性ハエ取り粘着剤を塗る手作りハエ捕

りシート 45.46) も利用できる。 200W以上の吸い込み仕事

量のある掃除機によるハエや踊の吸ヲ|叩)も便利である。

C. 化学的方法(殺虫剤使用)

a) 殺虫剤の種類

殺虫剤には，①有機リン系・カーバメート系殺虫剤(ア

セチルコリンエステラーゼ阻害による神経遮断により殺

虫効果を発揮，効果発現にやや時聞がかかる)，②ピレ

スロイド系殺虫剤(神経軸索の神経電位伝達阻害のため，

速効性が高い)，③昆虫成長調節剤 (InsectGrowth 

Regulation: IGR。発生源に散布し成虫になる前に殺虫)， 

④クロロニコチニル系殺虫剤(神経のシナプス後膜に

作用し神経遮断により効果発現。畜産用として有効成

分イミダクロプリドあるいはジノテフランを主成分とす

るベイト剤あり)等がある日)。なお， IGRには，キチン

合成阻害による脱皮阻害(成分名.トリフルムロン)， 

クチクラ硬化作用による脱皮阻害(成分名・シロマジン)， 

幼若ホルモン様作用による踊化阻害(成分名・ピリプロ

キシフェン)の 3種類がある56)。

b) 殺虫剤の使用方法

殺虫剤の使用方法には，まず，発生源対策で，ハエが

産卵し幼虫が発育する場所に IGRを定期的に適量，残

留散布し成虫の発生を抑制する日)。なお， IGRの内，

シロマジンについては、最近、鶏への経口投与による方

法が承認され，一部の養鶏農家において使用され始めて

いる。次に，誘因殺虫法で，殺虫剤と混合した毒餌を仕

掛けて，成虫を誘因殺虫する方法である茄)。毒餌は殺虫

剤jを糖蜜，砂糖，ビール，その他の誘引物質と混ぜて調

整する。市販の毒餌には粒状で扱いやすいものもあるお)。

誘引物質として他に， 日本酒や柑橘系ジュースもよく， り

んご酢 10，キピ砂糖1，カーパメート系殺虫剤 lの比率で

混合したものを，ハエの休息場所に塗布する方法もある刷。

毒餌を皿に入れ，散らかさないような場所で，ハエの集ま

る所に置く。また，毒餌を入れたトラップは，プラスチッ

ク製の箱のような入れ物の上部に 4つの穴 (7~8cm) を

開け，中に毒餌を置いて作ることができる却。ペットボト

ルの3カ所をくり抜いて，黒砂糖(塊を 2，3個)と殺虫

。。
円
切
d



剤(小スプーン l杯)を入れ，水を足して鶏舎等に吊り下

げる方法もある57)。発生源対策と誘因殺虫は常時行うと

よいが.それでも発生が抑制されなかった場合のみ，直

接散布法を行う。有機リン系， ピレスロイ ド系殺虫剤を

直接，虫休に空中散布あるいは壁や柱に残繍散布するお)。

空中散布は殺虫剤と接触した成虫だけが殺されるので一

時的な防|徐で，鶏舎内外のハエの数を急速に減らす場合

に効果的である38)。しかし抵抗性の発迷が最大の問題

で，イエバエには有機リン系やピレスロイド系殺虫剤に

抵抗性を持つものが維認されている。ある種の殺虫剤に

抵抗性がつくと，類似の化合物にも抵抗性がつく(交差

抵抗性)ため，同じ成分の殺虫剤を長期間使用すること

は避け，効力が低下したら別の系統の殺虫剤に切り換え

る必要がある ll)が。その場合，殺虫効果が高いと見込ま

れる殺虫剤の適切な選択が重要なこととなる21)。

d. 生物的方法

ハエの防|徐には殺虫剤をできるだけ少なくする天敵等

の生物的防|徐がある。天敵にはコガネコパチ等の寄生パ

チを鶏舎に大量放飼する寄生性天敵利用と，ガイマイゴ

ミムシダマシを放飼してハエの幼虫を捕食させる捕食性

天敵利用がある。ただしガイマイゴミムシダマシは，

ウインドウレス鶏舎で大発生した場合には幼虫が内壁の

断熱材に穿孔する被害が出ることもある。これらの天敵

利用はいずれも海外て、行われている例である5210

5) 鶏舎構造別のハエ対策

a. 採卵鶏低床式開放鶏舎

写真1. ピットの糞上に金網に取り 付けたハエ

捕りシート
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低床式鶏舎では，ハエの発生源となる糞は鶏舎に貯め

ず，できるだけ速やかに搬出する，糞を乾燥させるため，

日頃から風通しをよくし給水器の漏水や雨水の流入防

止等に努める等の前述の環境的方法を行い，オールアウ

ト後は，こびり ついた糞もよく水洗して落とす11)。物理

的方法として， 写真 lのように.手作りハエ捕りシート

を補修用の金網に貼り付け，深堀鶏糞ピッ トの糞の上に

立てかけると，シー トがj廷で汚れず。扱いやすく ，奨の

上に産~IJ にきたハエを捕獲できる 。 10 月司 I旬の l 週間

でイエバエ 183匹。クロバエ 193匹が捕獲できた叫。シー

トに塗ったハエ捕り粘着剤は成分がポリブテンという食

品添加物のチューインガム基礎斉Ijの一種29)で，殺虫剤の

ように毒性や抵抗性がないため安心して使用できる。ま

た，殺虫剤を使用する場合は，除糞後 1週間以内の微粒

剤床面散布11)やピッ トへのIGR散布，議餌による誘引

殺虫がよいと思われる。

b. 採卵鶏高床式開放鶏舎

高床式鶏舎で、は鶏糞を長JUJ↑品，j!ft積するため，他梢造の

鶏舎と比較してハエ発生が問題となりやすいと推察され

る。高床式開放鶏舎に多発するヒメイエバエは鶏舎から

分散しやすいため，特に防除が困難で， ピレスロイド系

殺虫剤の空間l噴霧は。外にハエを追いやることになり，

一時的に被害を大きくする 11)。梁瀬ら 話}もヒメイエバエ

は殺虫剤を忌避する習性があり，殺虫剤の空間l噴綴は防

除効果が少ないことを報告している。成虫対策には誘引

餌混入残留噴霧法 (Painton Bates処理)が有効で，シュ

ガーベイ ト液(殺虫剤の散布液に糖蜜を 0.5%加える)を

作成し舎内ではモニター，天井，壁面，柱，垂木，貯

糞槽の天井・柱，舎外ではlI!f下，壁面，ホッパ一周聞等

ハエの休息、場所に噴霧する方法である 11)。梁瀬ら珂) 米

沢ら回) も有機リン系殺虫剤に糠蜜 0.5% を加え， 2~3 週間

間隔で散布する方法が有効であったと報告している。幼

虫対策では，まず，散布前に除糞し， I徐奨板の奨もIIZり

除いておく 。IGRに対してヒメイエバエは感受性が高く

ないため，高床式のケージ下に取り付けである糞乾燥の

ための奨受けを取り外し 奨を直接水分の多い貯奨榔に

落とすことで。ハエの種類が乾燥糞を好むヒメイエバエ

から，イエバエに置き換わるため， IGRによる防除がし

やすくなる ll)。また，ニッブルドリンカーによる給水，

ダクト送風(糞専用)や送風換気扇による強制換気も。

糞の乾燥とハエの発生防止に効果的で、ある 13)。

C. 採卵鶏ウインドウレス鶏舎

ウインドウレス高床式鶏舎で、は，鶏舎内部が冬でも

10
0

C以上のため，ハエは周年発生する 。 鶏糞はjちり'~ j悩に

直接落下し糞の水分合室は|品川文高床式鶏舎に比べて高
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いため イエバエが発生する。Jt-j:奨柚がH音いため.発生

したイエバエはわずかな光源を求めて換気口や狭い問I;j]¥

から外部に脱出し付近の住宅地に飛散するω。ウイン

ドウレス鶏舎では年間を通じて殺虫剤を使用する傾向が

あり ，抵抗性が増加 しているため。 一般的な環境的方法

と物理日的方法の併用が重要である 131。給泊中のウインド

ウレス育自Il鶏舎で糞が乾燥し ヒメイエバエが発生した

11寺に.~lf而に手作りハエ捕り シー ト を数多く J!I~ り (写真 2) .

6月の 2週間で，入気側 33.800匹羽|気jl[lJ11.400匹のヒ

メイエバエとそれぞれ 83匹 96匹のイエバエが捕獲で

きた'15)。羽|気側の捕獲数が入気側の3分のlであったのは.

給治川lで人気jl!lJの風速が遅いのに対し，持|気口へ上がる

風速が速く.墜に止まるハエの数が少なかったためで¥

鶏の成長がi1!iみ。換気量が増加すれば。 MI生数は変化す

写真 2.壁面に貼った手作りハエ捕りシー ト

写真 3 掃除機による焔・成lJ:tのI吸引

~200 

写真 4. 市販の毒餌

ると思われる。なお，捕獲したハエ l匹あたりの細菌数は.

一般車111菌数 10五ICFU. 大腸菌群数 1039CFUであった'151。

また，掃除機の利用(写真 3) は，ハエの仰や成虫 ハ

エの発生源になるこぼれた飼料の吸引にも効果があり.

あとはゴミ袋に入れて処理するだけで済む。殺虫剤利m
は 市J!反のま号館 (写真 4)や独自の誘引物質を入れた毒

餌や トラップ等の誘引殺虫の方が， 直接噴霧より鶏や人

への筈も少ないと思われる。

d. ブロイラー鶏舎

ブロイラー鶏舎では椛積鶏糞のため.除手tはオールア

ウト後まで通常行わないので，糞を乾燥させるため，給

水器の漏水や雨水の流入防 l上等に努める等の前述の環境

的方法を行い.オールアウ ト後は。器具や鶏舎床面にこ

びりついた糞もよく水洗して落とすIIIことがJHー姿である。

3.水質汚濁

養鶏場では，工|ニや豚のようにi争化処理施設を備えた農

場は少ないが。養鶏経営においても，鶏舎および関連施

設の管J1Hの中で利用される，いわゆる管JlJl水は必要であ

り。鶏舎の洗浄消毒.防暑防塵対策ーあるいは GPセン

ターが併設されている場合.そこの管理水も廃水として

出てくることになる。

1) 養鶏の排水にかかわる法規制

畜産経営に起因する苦情発生状況をみると鶏では水質

汚染が悪臭|刻辿.害虫発生に次 ぐ第 3位である(表 2)。

養鶏場や|羽連施設から排水するとき，その水質を管理11す

ることは重要な環境対策となっている。|刻述する法律に

は水質汚濁防止法，湖沼水質保全特別t'l!iji[it.水道水源

特別措置が，.瀬戸内海環境保全特別措置法があるが。代

表的なものは水質汚濁防止法である。食烏処理坊や GP

センターなどは水質汚濁防止法の施行令別表第一に示さ



れた特定施設を設置している特定事業場で，そこから公

共用水域に排出される，廃水，冷却水，雨水などを含む

すべての排出水が対象となる。同表は畜産農業または

サービス業の特定施設として豚房，牛房，馬房を掲載し

ているが，鶏舎の記載はない。ただ，鶏については地方

自治体による上乗せ規制が行われている場合もある。

また，化学物質排出移動量届出制度 (PollutantRelease 

and Transfer Register : PRTR)によって排水中への化学

物質の移動が集計公表されている。現在，わが国の養鶏

関連においては食烏処理加工施設からエチレングリコー

ルについて公共用水域への排出量が報告されている 18)。

2) 注意が必要な水質項目

一般的にみて，養鶏場や関連施設で注意が必要な水質

項目には次のようなものがある31)。

a. 健康項目(排出水量に関係なくすべての特定事業

場が対象)

アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物およ

び硝酸化合物および亜硝酸は一律排水基準が 100mg/L

である。畜産農業においては暫定基準 (900mg/L，

2013年 6月末まで延長)が設定されている。

b. 生活環境項目 (1日当たりの平均的な排出水量が

50m3
以上の特定事業場が対象)

本項目では，①pH5目8~8.6，②生物化学的酸素要求

量 (BOD)または化学的酸素要求量 (COD)160mg/L (日

開平均 120mg/L)以下，ここで言う日間平均とは 1日

に3回以上測定した結果の平均値である O ③浮遊物質

量 (SS)200mg/L (日間平均 150mg/L) 以下，④大

腸菌群数日間平均で 3，000個 Icm3以下，⑤窒素

120mg/L (日開平均 60mg/L)以下，⑥リン 16mg/L(日

間平均 8mg/L)以下に規制されている。なお， 自治体

による上乗せ規制は排出水量や各基準値について上記よ

り厳しくなっている場合がある。

また，法規に示された水質項目とは別に，川や田の水

が濁った，泡だった等の声が寄せられることもある。養

鶏場の建設申請に際して排水処理の詳細が市議会等で検

討された例もある。

3) 対策

a. 水処理施設

食烏処理場や GPセンターあるいは一部の大型養鶏場

では排水基準を守るために浄化槽やラグーン等の水処理

施設が使われている。鶏舎からの排出水はオールアウト

後の一時期に洗浄のため多くなる。このため排出水を貯

水タンク等にいったん収容し処理施設から徐々に放水

することも行われる。処理施設と水源地が近いなどの不

安材料がある場合には処理水をタンクローリーで施設外
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に輸送する場合もある。

b. 地域住民との協定

公共水域の水質は生活環境に大きな影響を及ぼす。水

質汚濁防止法の基準値や地方自治体の上乗せ規制をクリ

アすることは養鶏場や関連施設にとって必要で、ある。ま

た法規制とは別に，地域住民と養鶏業者との聞で協定

書や確認、書を交わすことも行われている。地域の自治会

や水利組合等と養鶏業者との聞で結ばれる協定では浄化

施設の設置や定期的な水質検査の実施，排水の水質基準

などが相互に確認されている。

C. 銅養管理

洗浄における使用水量はnf当たり 9~18L とも， 3~ 

6Lとも言われているお)。廃水の減量対策には，雨水対策，

飲水器のこぼれ水対策，効率的な洗浄方式の検討が重要

になる。特に，畜舎の洗浄については.消毒効果を落と

さない範囲で，水洗に用いる水量を最小限にするよう心

がける。水洗前に散水あるいは洗浄剤の散布をし，洗浄

には高圧洗浄機やスチームクリーナを用い，汚れのひど

い箇所はブラシ等の擦り洗いが効果的であるお)。擦り洗

いについては，機械床面に取り付けたブラシを回転させ

て床面を擦り洗う機能を備えた擦り洗い洗浄機では，通

常の動力噴霧機 (6L1nf)の半分の水量で，同等の洗浄

効果があったという報告もある訂)。近年は，養鶏場に対

する排水規制の強化の観点から，消毒液の使用量の減少

を図るため.発泡消毒法の応用が試みられている。この

方法では，消毒薬を従来の約 10分の lの水量で高濃度

に希釈したものを，専用の発泡消毒機を用いて細かい泡

状にして鶏舎内面や設備に散布するものである 19)。

また，鶏糞に含まれる窒素やリンは肥料成分として有

用であるが，地下水や河川に流出すると富栄養化が進み，

水質汚濁や生態系への悪影響が心配される。飼料中の窒

素やリンの多くが吸収されずに糞中に排出する場合があ

り，栄養制御による窒素やリンの排池量の低減化が図ら

れている。特に近年は，動物性飼料原料より植物性飼料

原料が多く使用される傾向にあり，植物性飼料原料中に

はフイチンの形で存在するリン(フイチンリン)が多い。

フイチンリンの鶏による利用性は低く，大部分は消化さ

れないまま排j世されるため，フィチン分解酵素フィター

ゼを利用し，フイチンリンの鶏体内消化の改善が検討さ

れている49)。フイターゼを添加した低蛋白低リン飼料を

育成期と産卵期に給与し経済性に悪影響がなく，鶏糞

中の窒素， リンを減少させることができたという報告も

ある 14)。最近の市販飼料にはフイターゼが添加されてい

る場合が多く，水質汚濁防止への lつの取り組みとなっ

ている。
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一方，鶏糞は窒素の含有量が非常に多く，リン酸やカ し，畜舎から糞を早期に搬出し，速やかに好気性の処理

リウム，カルシウムも高いレベルで含有されており，き 工程に移し日良質の堆肥を作ることである。

わめて肥料成分に富んだ有機質資材で，牛糞や豚糞に比 近年は，鶏糞堆肥の消費者は耕種農家だけでなく，家

べ有機物の分解性は高く，堆肥化に要する時間も短い41)。 庭菜園やガーデニング等，一般の人々にも広がっている。

堆肥を利用する農家からは肥料成分合有率が明白で、ない 良質の鶏糞堆肥を作り，販売促進させれば，鶏舎から早

と施肥設計が立てられない9)と，かつては言われたが， 期に搬出でき，処理工程も潤滑に進み，鶏舎および、鶏舎

肥料取締法で鶏糞等の特殊肥料の成分合有量等の表示が 周辺の環境対策につながると思われる。

義務付けられてからは，鶏糞の販売袋等に成分含有率の

分析イ直が表示されている。堆肥が乾燥して粉状で，散布

作業時に粉塵が立つため，適度な大きさの粒状堆肥を望

む9)耕種農家の声にも，ペレット堆肥で対応すると，原

料堆肥の約 50~80% に圧縮され，輸送適性，保管性が

向上し粉塵の発生量が抑えられるため，機械散布適性

が向上すると言われている7)。ただし，鶏糞堆肥の各種

肥料成分のバランスは，作物の要求する養分のバランス

と必ずしも一致しないことがあり，茶は養分要求量が高

いが，果樹は多量施用すると品質低下を招く等，作物に

よっても異なる。また，堆肥は化学肥料に比べ緩効性で

あるため，初期成育が不良になることもある。不足する

成分がある場合あるいは速効性の効果を必要とする場合

は，化学肥料との併用も必要である8)。

例えば，低床式開放鶏舎(除糞作業を 10日に I回行

う場合)あるいはウインドウレス鶏舎から排出される鶏

糞を密閉縦型発酵機で 7日間好気的発酵乾燥すると，排

i世直後の糞の肥料成分，窒素 5%を維持した高窒素型の

速効性肥料になる出)。肥料成分が安定するため，肥料取

締法で分類される従来の特殊肥料から，加工家禽肥料で

ある普通肥料登録を目指すことが可能になる。普通肥料

登録を行えば，他の普通肥料を混合し指定配合肥料と

しての販売も可能となり販路も拡大する加と言われてい

る。

おわりに

養鶏場から近隣住宅への悪臭やハエの飛来によって，

当該養鶏場への苦情が増加する恐れが十分に考えられ

る。畜産公害は，一旦，付近住民との関係が険悪になる

と，完全な対策を実施しなければならず，過度の経費が

かかる。付近住民との関係を良好に維持しつつ，対策を

誠実に実施する努力が求められる2)。日頃から鶏舎およ

び鶏舎周囲の環境を整え，鶏舎や鶏糞処理施設の周囲に

植樹することは，修景，粉塵拡散防止，防臭の効果も期

待できる。畜舎周辺を美化し，地域社会との交流をうま

くすると共に，公害・苦情を引き起こさない衛生管理と

鶏糞処理がきちんと行われていることが前提である6)。

悪臭やハエ発生防止の基本は，まず鶏を適切に飼養管理
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鶏病研究会報

Environmental Issues in Poultry Production and their Countermeasures 

The J apanese Society on Poultry Diseases 

C-101 Sun Village Kawamura， 1-21-7 Kannondai， Tsukuba， Ibaraki 305-0857， ]apan 

Summary 

Intensification and concentration of poultry production have given rise to a number of 
environmental issues such as odor， dust， flies and water pollution， The impact of odors generated by 
poultry facilities was analyzed together with structures of poultry houses and methods of processing 
poultry manure. The constituents of poultry dust were discussed along with their health effects. 
Good control practice includes proper sanitation and engineering controls. Fly control on poultry 
farms is reviewed along with the species of flies and their relative abundances including their biology 
and behavior. Fly resistance to insecticides is an important factor emphasizing the necessity for a 
multi-method management approach using a mixture of chemical. structural. and husbandry 
practices， especially housing and manure-handling. Water pollution is the third important 
environmental issue following the odor and flies. The Water Pollution Control Law in ]apan sets 
e旺luentstandards in terms of permissible concentrations of each toxic substance. The prefectural 
government may enact more stringent effluent standards in poultry production. To reflect residents' 
intentions some of poultry operations do continuous monitoring of water quality. 

(]. ]pn. Soc. Poult. Dis.， 48， 193-204， 2012) 

Key words : offensive odor， dust， fly， water pollution 
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