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野生動物の鶏舎内侵入

山口剛士

鳥取大学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究センター

〒680-8553鳥取市湖山町南 4-101

要約

養鶏場では， 2004年の高病原性鳥インフルエンザ (HPAI)発生以降鶏舎への野鳥侵入のリスクが広く

認識され，全国でさまざまな野鳥対策が実施されてきた。一方，哺乳動物については，養鶏場への侵入状況

や家禽へのリスクなど未だ不明な点が多い。著者らは，多様な飼養形態の養鶏場でセンサーカメラによる調

査を実施し，多くの養鶏場にクマネズミ，タヌキ，イタチ類（チョウセンイタチおよびニホンイタチ），ホ

ンドテン，アナグマなど多様な野生動物が日常的に侵入していること，イタチ類やホンドテンおよびネコは，

集卵用バーコンベアや除糞ベルトの出入口などから鶏舎内に侵入していることを明らかにした。これら哺乳

動物の侵入は，調査を実施した大部分の養鶏場で発生しており， 目撃例などが無い養鶏場でも侵入を前提と

した対策が必要と考えられた。

キーワード：家ねずみ，家禽，野生動物，養鶏場

はじめに

野生動物は，多様な病原体の自然宿主や感染巣（レゼル

ボア）として，自然界での病原体存続に重要な役割を担い，

人や家畜・家禽におけるさまざまな感染症発生のリスクに

なる。このため人や家畜・家禽の感染症制御にも，必要に

応じ野生動物への対応が求められる。

感染症は，「病原体」．「感受性宿主」とこれらをつなぐ

「感染経路」の 3つにより発生する。言い換えれば，これ

らのいずれか 1つを絶てば感染症の発生を防ぐことができ

る。しかし，人の管理下にない野生動物では，集団内に維

持されている「病原体」の制御はきわめて困難である。こ

のため，野生動物が関係する感染症の制御では，人の管理

下にある家畜・家禽を対象にしたワクチン接種による感受

性宿主対策や病原体保有の可能性がある野生動物と家畜．

家禽との直接および間接的な接触を遮断する感染経路対策

が基本である。特に国内では，口蹄疫や高病原性鳥インフ

ルエンザ (HPAI) など，感染症によってはワクチンの使

用が制限されていること，また野生動物は未知の病原体を

保有する可能性が否定できないことなどから．野生動物か

らの感染症対策では，家畜・家禽と野生動物との接触を防

止する感染経路対策が最も重要である。このため飼養衛生

管理基準では，野生動物からの感染予防を目的としたさま

ざまな感染経路対策が示されている。

家禽産業では 2004年の HPAI発生以降野鳥によるウ
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イルス伝播や野生水禽のレゼルボアとしての危険性が広く

認識され，飼養衛生管理基準でも防鳥ネットの設置など，＇

家禽と野鳥との接触を防ぐさまざまな対策の実施が求めら

れている。このような背景から国内では，ほとんどすべて

の養鶏場で防鳥ネットに代表される野鳥対策が講じられて

いる。一方，飼養衛生管理基準では対象が家禽であっても

野鳥だけでなく哺乳類を含む野生動物対策の実施が求めて

いる。しかし，哺乳動物から家禽に直接伝播する感染症が

限られていることや，哺乳動物の侵入が人目に付きにくく

侵入そのものが認識され難いこと，また実施した対策の効

果がみえにくいことなどから，野鳥に較べ侵入リスクの理

解や効果的対策の実施には多くの課題が残されている。

鳥取大学農学部附属鳥由来人獣共通感染症疫学研究セン

ターでは，鶏舎内への HPAIウイルス (HPAIV)の侵入経

路のひとつとして，養鶏場周辺に生息する野生動物に着目，

家ねずみ（ハッカネズミ， ドブネズミおよびクマネズミの

総称）を含む野生動物の養鶏場や鶏舎内への侵入状況を明

らかにするため，センサーカメラなどを用いた調査を実施

してきた。本稿では，これまでに明らかになった養鶏場に

おける野生動物の侵入実態と野生動物侵入を知るためのコ

ツや侵入防止対策について，その概要を紹介する。

I. 調査方法

調査は，採卵養鶏場，ブロイラー養鶏場およびブロイラー

種鶏場で実施した。調査対象の養鶏場では，まず野生動物

の足跡や糞便など野生動物侵入の痕跡を目視により観察

し，センサーカメラの設置場所を決定した。センサーカメ
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表 1. センサーカメラの設置手順と作業内容

手順 作業内容と注意点

1.場内の環境調査

2. カメラ設置場所の決定

目視により，糞便，獣道，足跡などの探索，特に鶏舎裏など普段人が入らない場所を重点的に確認

環境調査で野生動物の侵入が疑われる場所を対象にカメラを設置

対象が漠然としている場合はカメラを対象からやや離れた場所に設置

センサーカメラにファインダーが無い場合，別途準備した通常のデジタルカメラなどを使い撮

影範囲を確認

鶏舎内ではレーザーポインタによる方向の確認も有効

野外の設置では，雲による光の変化や植物の葉の動きに反応し撮影枚数が多くなることに注意

集卵用のバーコンベアなど撮影対象が一定時間動き続ける場合，その時間撮影が継続し撮影枚

数が多くなることに注意

3.撮影状況確認とカメラの再設置 設置2-3日でメモリーを交換し撮影状況を確認

必要に応じカメラの移動や撮影対象の絞り込みを実施

2週間程度放置後カメラを回収

4.撮影画像の確認 短時間で全体像を確認する場合，撮影時刻に注目し早朝または夜間の撮影画像から先に確認

最終的には昼間撮影の画像も含め全画像を確認

静止画は連続した表示が可能なため数千枚程度の画像でも確認は比較的容易

動画は確認に時間を要するため目的に応じて使用

ラはセンサーによる検知から撮影までの速度が早く，単三

乾電池で 1カ月間程度使用可能な静止画撮影専用の

Reconyx社製 HC600を主に用い， l鶏舎あたり 10から

20台を設置した。カメラ設置から 2日から 3日間程度経

過後に画像が記録されたメモリーを回収し撮影状況を確

認必要に応じカメラの設置位置などを変更，さらに 10

日間程度撮影を継続した。カメラは設置から 2週間程度で

回収し，すべての記録映像を確認した。カメラの設置手順

の詳細を表 lに示した。一部の養鶏場では，この他にも野

生動物の被毛採取用にヘアトラップおよび捕獲用の箱罠を

設置した。ヘアトラップは，直径 10cm長さ 20cm程度の

市販の塩ビ管に被毛が採取できるよう入り口部分に粘着

テープを配置し，その奥に誘引用の餌を設置して用いた。

ヘアトラップは 3日間程度設置し，餌や被毛の採取状況を

毎日確認した。採取した被毛は， DNAを採取し動物種の

同定に供した。

2. 家ねずみおよびその他野生動物の侵入状況

l) 家ねずみ

家ねずみ 3種のうち，これまでの調査で行動観察が確認

できたのはクマネズミのみで，多くは鶏舎内で観察された。

ウィンドウレス多段ケージの採卵養鶏場では壁の断熱材の

中や送風ダクト内で，高床式鶏舎では下層に堆積した糞便

内での営巣・繁殖が認められ，夜間には採餌のため上階に

上がる様子が記録された。クマネズミの活動は作業者が鶏

舎を離れる夕方から活発になり，夜間には餌樋やケージ内

に侵入する個体も観察され，鶏舎内でクマネズミと鶏との

直接あるいは間接的な接触のあることが明らかになった。

鶏舎内に比べ低頻度ではあったが集卵用バーコンベアや

除糞ベルトの出入口，排水口などから日常的に鶏舎内外を

往来するクマネズミが記録され，ネズミによる鶏舎内への

病原体持ち込みの可能性が示された。また夜間にクマネズ

ミが出没した場所に昼間スズメが飛来していた例もあり，

場内で野鳥とネズミが間接的に接触する機会のあることが

示された。

ネズミは飼料の食害や鶏舎の破損などに加え，サルモネ

ラの感染源になることが広く知られている。また，著者ら

が行ったクマネズミを用いた HPAIV感染実験では，接種

後 5B後まで HPAIVが検出され，クマネズミによるウイ

ルス伝播の可能性が示された9）。また，後述のように鶏舎

周辺ではクマネズミを捕食するイタチ類あるいはテンとみ

られる小動物やネコが高頻度に記録され，野外環境で餌が

不足する冬季には，鶏舎や飼料庫内などのネズミが，これ

らを補食する哺乳動物の鶏舎内侵入の原因になることが推

察された。このため鶏舎内のネズミ対策は，ネズミ自身に

よる細菌やウイルス伝播飼料の食害，家禽舎などの破損

だけでなく，イタチ類やテンなど捕食動物侵入のリスク対

策のためにも重要と考えられた。この他，鶏舎周辺でネズ

ミが多数撮影された養鶏場では，ヘアトラップに残された

被毛の解析からアカネズミの侵入が明らかになった。アカ

ネズミは家ネズミと異なり，鶏舎内ではなく周辺の山野で

繁殖すると考えられ，餌を求めて鶏舎周辺に出没した可能

性が推察された。

2) イタチ類その他

養鶏場内では，ノウサギ，ニホンジカ，タヌキ，キツネ，

イタチ類（チョウセンイタチおよびニホンイタチ），ホン

ドテン（テン），アナグマなど多様な野生動物の侵入が確

認された。これら野生動物の侵入の大部分は人気のない夜

間や早朝に発生しているため，管理者は鶏卵や鶏など生産

物に明らかな被害が発生していなければ野生動物侵入の認
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写真 1. 除糞ベルトからウィンドウレス鶏舎に侵入するイタ

チとみられる小動物

写真 2. 鶏舎内侵入後にネズミを睦えて出てきたイタチと見

られる小動物

識は困難であり，多くの養鶏場では野生動物の侵入実態を

認識していなかった。これら野生動物のうち，イタチ類や

テンはウィンドウレス鶏舎を含む複数の鶏舎で鶏舎内への

侵入が認められ，除糞ベルト（写真 1) や集卵用バーコン

ベア出口を侵入経路として鶏舎内に侵入する様子や，鶏舎

内に侵入しクマネズミを捕食している様子（写真 2)，鶏

卵を持ち去る様子などが観察された （写真 3）。 テンは日

本全国に，外来種のチョウセンイタチ (Mustelasibirica) 

は主に西日本に，ニホンイタチ (Mustelaitatsi) は日本全

国に広く分布しており 叫 同様のことが全国の養鶏場で発

生していると考えられた。イタチ属の実験動物であるフェ

レッ ト (Mustelaputorius fora) では， HPAIV感染鶏肉

の摂食実験で，最長 7日間にわたり鼻腔や直腸から

HPAIVが検出されたことが報告されており 5)，テンにつ

いては， ドイツで 2007年に脳炎を呈したムナジロテン

(Martes Joina)でHPAIVの自然感染例が報告されている

3)。国内でのイタチ類やテンの HPAIV感染状況は不明だ

が国内で捕獲されたアライグマからは抗 H5亜型抗体が

検出されており， HPAIV感染野鳥の補食による感染の可

能性が推察さ れている！）。 アライグマと同様に野外環境で

第 55巻 2019 年

写真 3. 鶏舎内で鶏卵を睦えるホンドテンと見られる小動物

野鳥を補食しているイタチ類やテンは，野外環境で野鳥を

介し HPAIVに曝露さ れている可能性が高く，これら野生

動物の鶏舎への侵入には注意が必要と考えられた。この他

にも 一部の高床式鶏舎では，鶏糞搬出用扉の隙間から鶏舎

内にタヌキが侵入し鶏を睦え鶏舎から出てくる様子が記録

され，上階のケージから下層に落ちた鶏が捕食対象として

野生動物侵入の契機となることが推察さ れた。この養鶏場

ではケージ内の鶏には被害が無く，管理者は野生動物の侵

入や鶏の被害を認識していなかった。野生動物が鶏舎内に

侵入する主な理由は餌の確保である。国内で HPAIVの侵

入リスクが高まる冬季は，野生動物にとって餌の確保が困

難な季節であり，肉食獣の餌となる鶏舎内のネズミや鶏，

鶏卵，死鳥は野生動物の重要な誘引因子となり侵入リスク

を高める可能性がある。

3) ネコ

調査を実施した多くの養鶏場で，場内あるいは鶏舎内へ

のネコの侵入が確認され，養鶏場によってはネコが鶏舎内

に日常的に侵入している様子が明らかになった （写真 4)。

イエネコを含むネコ科動物は，HPAIV感染に高い感受性を

示すことが知られている。国外では HPAIV感染野鳥の補

食によるネコでの自然感染例があり，肺炎などの呼吸器症

状や痙攣・運動失調な どの神経症状を示したことが報告さ

れている見 ネコでの実験感染例では，H5Nl亜型 HPAIV

感染鶏肉を摂食させたネコの咽頭や鼻腔，直腸から 7日間

にわたりウイルスが検出されたこと見 韓国で 2014年に分

離された H5N8亜型 HPAIVがネコヘの経鼻接種後 5日間

にわたり鼻腔から検出されたことなどが報告されている2)。

このことは，ネコがHPAIV感染野鳥の捕食などにより感

染する可能性のあることさらには HPAIV感染ネコが鶏

への感染源となる可能性のあることを示唆している。ネコ

はまた，サルモネラを保有し家禽への伝播に関与する可能

性が示されている。朱ら7)はサルモネラ汚染養鶏場で鶏舎

内に侵入 していたネコの糞便から， 鶏から分離さ れた株と

同一と考えられるサルモネラ菌株が分離されたことを報告
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写真 4.集卵用バーコ ンペア出口脇から鶏舎内に侵入するネコ

写真 5. 排水口から鶏舎内に侵入するスズメ

している。ネコから家禽へのサルモネラの伝播や鶏舎間あ

るいは養鶏場問での拡大防止のためにも，家禽舎へのネコ

の侵入には注意が必要である。

4) 野鳥

センサーカメラによる養鶏場および鶏舎内への野生動物

の侵入実態調査では，哺乳動物だけでなくスズメなどの鳥

類も多く撮影された。特にスズメは複数の養鶏場で撮影さ

れ，調査を実施したある開放鶏舎は，防鳥ネットで完全に

覆われていたが 多くのスズメが鶏舎排水口の隙間から出

入りし（写真 5)，同じ隙間から夜間にはネズミの出入り

も観察された。また高床式鶏舎では，堆肥搬出用扉付近の

穴から歩いて鶏舎内に出入りするスズメの様子が記録され

た。野鳥の侵入防止では防鳥ネットが広く使用され， 目視

による侵入確認では鶏舎の上方に注目しがちだが，排水口

や扉の隙間など鶏舎下方から歩いて鶏舎内に侵入すること

も多く，注意が必要である。

3. 野生動物対策

l) 侵入状況の把握

調査に用いたセンサーカメラは一定期間継続的に記録が

写真 6. 鶏舎周辺で確認された野生動物の足跡

①．② ：泥の上に残された足跡

③ ：鶏舎脇の消石灰に残された足跡

写真 7．養鶏場内の道路脇で発見されたホン ドテンの糞

可能で，夜間や早朝など管理者の目が行き届かない時間帯

の養鶏場内への野生動物侵入状況の把握にきわめて有効で

あった。また，センサーカメラは実態把握後に講じた対策

の実効性評価にも有効で，養鶏場での野生動物侵入対策の

強力なツールになると考えられた。我々の調査では最大で

20台のカメラを用いたが，これまでの調査で野生動物の

侵入ポイン トがある程度絞られていることから，設置に先

立つ調査を入念に実施し設置場所を選定すれば，数台程度

でも侵入状況の把握は可能と考えられた。

センサーカメラの利用が困難な場合でも，鶏舎周辺およ

び内部に残された野生動物の痕跡からある程度侵入を推測

することが可能で，家禽舎内外の足跡や糞便は侵入を知る

目安になる。足跡は，鶏舎裏や側溝内に溜まった泥，湿っ

た消石灰に残されていることがある（写真 6)。また，防

鳥ネッ トなどで，埃が付着していない部分が不自然に認め

られた場合には， 小鳥が通路として日常的に使用 している

可能性がある（写真 7)。同様に鶏舎内で埃が少ない梁や

クモの巣が不自然に少ない場所は野生動物が通路として使
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用している可能性がある。表 2に鶏舎内外で野生動物の侵 2) 侵入防止対策

入を知るための観察ポイントを写真 6-8にその具体例を これまでの調査で野生動物の侵入が確認されなかった養

示 した。カメラを設置する場合には，このような痕跡が認 鶏場はまれであった。このことから，すべての養鶏場は野

められる場所が撮影対象の候補になる。 生動物が近隣まで来ていることを前提に侵入防止対策を検

討する必要がある。養鶏場あるいは鶏舎内への野生動物の

写真 8.埃の付着していない金網と防鳥ネットの破れ目

侵入を防ぐには，まず野生動物が集まる環境を無くすこと

が最も重要で，その上で鶏舎への侵入防止対策を講ずる必

要がある。その概要を図 1および表 3にまとめた。野生動

物が養鶏場に集まる理由はいくつか考えられるが，最も重

要な理由が餌で，養鶏場内の飼料，ネズミ，鶏卵，鶏，死

鳥， 植樹の花や実，これらはすべて餌として野生動物を誘

引する可能性がある。養鶏場からこれらすべてを無くすこ

とは不可能だが，野生動物が集まりにくい環境を作るため，

あらゆる場所で餌こぽれを無くし，ネズミの駆除に努め，

花や実を付ける樹種の場内での植樹を避けることは重要で

ある。場内に日陰樹を植える場合には，野生動物の限れ場

所にならないよう日陰が不要な冬には葉を落とす落葉樹の

利用が推奨される。特に実用上日陰樹が必要のない場合に

場所

鶏舎外

鶏舎内

痕跡

足跡

糞便

その他

足跡

糞便

その他

表 2． 菱鶏場で野生動物の侵入を知るための観察ポイント

観察ポイ ント 備考

鶏舎襄，側溝の底，消石灰の上

道路脇，草地

クモの巣や埃が付着していない穴，網目

形状から動物種を知ることも可能

形状から動物種を知ることも可能

小鳥が通路として使用している可能性

換気扇付近やケージ上部や梁など，埃が溜ま った場所

梁の上の白いシミ

脚立な どを使って観察

小鳥の糞の可能性

他の場所より埃が溜まっていない梁な ど

•農場入り 口，鶏舎周辺等

消石灰散布による待ち受け消毒

小動物の通路の可能性

•水道水or水質検査or塩素消毒

•貯水タンクの野生動物対策

図 l． 養鶏場への野生動物侵入防止対策の概要
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表 3. 野生動物の侵入に対する主な注意点

• 野生動物は養鶏場周辺に来ていることを前提に考える

・電柵を設置していても小動物は侵入している可能性がある

・サービスルームや鶏舎内，堆肥舎の死烏や廃棄卵，ネズミは餌となり野生動物を誘引する

・飼料タンクからのパイプの繋ぎ目などでの餌こぽれは野生動物を誘引する

・採卵養鶏場では集卵用バーコンや除糞ベルト出入口など構造上の穴は重要な侵入門戸になる

．鶏舎の排水口や人が使う扉の隙間，高床式鶏舎の堆肥搬出口は重要な侵入門戸になる

．鶏舎周辺の草刈りや場内の整理整頓は野生動物の隠れ場所を減らす効果がある

・花や実を付ける樹種は避け，不要な樹木は伐採も検討する

・降雪や寒波など天候の変化は野生動物侵入の契機となる可能性がある

□〕
鶏

舎

鶏

舎

鶏

舎

① 集卵用バー コンベア出口

② ビットの除糞ベルト出口

③鶏舎内除糞ベル ト開口部に設置した蓋と床面との隙間

④ 半地下を通る除糞ペルトのカバー破れ目

⑤ 除糞ベルト設置溝末端部

⑥ 排水口

⑦ 高床式鶏舎の堆肥搬出口

図 2. 鶏舎内への野生動物の主な侵入口まとめ

は植樹を行わないことや現存する樹木については必要に応

じ伐採を検討することも必要である。養鶏場によっては見

回りなどで回収した鶏斃死体をサービスルームや鶏舎内の

一角に一時的に置くこともあるが，こういった死体は捕食

動物の餌となるため，野生動物侵入の契機となる。一時的

であっても死体は密閉容器に入れるなど置き場所や保管方

法に十分注意する必要がある。 また場内で野生動物が隠

れる場所を減らすため，敷地内の除草や整理整頓に努める

こともリスク低減に寄与する。

以上のような対応により野生動物の養鶏場への侵入リス

クを一定程度下げた上で，さらに鶏舎内への侵入防止対策

を実施する。採卵養鶏場では，イタチ類またはテン，ネコ

などの小動物が多いところでほぽ毎日，少ないところでも

1週間から 2週間に 1回程度の頻度で鶏舎内に侵入してい

たがその多くは集卵用のバーコンベアや除糞ベルトの出

口を侵入門戸としていた。採卵養鶏場では，ウィンドウレ
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ス鶏舎であっても鶏舎に構造上存在する「穴」が野生動物

侵入の重要な門戸になることから，野生動物対策にはこれ

らを使用しない時間帯には開口部を塞ぐなどの対応が必要

で，市販品も含めシャッターや蓋の設置および鶏舎内の除

糞ベルト開口部には床面との間に隙間無く設計した蓋を設

置する。イタチなどの小動物は数センチ程度の隙間があれ

ば侵入の可能性があるため， 日常の作業でも蓋の設置時に

ズレや隙間が生じないよう十分に注意を払う必要がある。

鶏舎内への侵入門戸として注意すべき場所を図 2に示し

た。この他，調査を実施した養鶏場の一部では，電気柵に

よる野生動物の侵入対策を行っていたが，ネコなどの小動

物は電気柵の内側にも日常的に侵入している様子が記録さ

れていた。電気柵だけでは小動物の侵入を完全に防ぐこと

が困難であることを認識する必要があるだろう。

おわりに

養鶏場調査で養鶏場への侵入が確認された野生動物が家

禽での感染症発生に実際どの程度関与しているかは不明で

ある。しかし，病原体の保有状況が明らかではないこれら

野生動物が外部から頻繁に侵入している状況は衛生管理

上， きわめて重大な問題として認識する必要がある。鶏舎

内への侵入が確認されたイタチやテン，ネコは HPAIV感

染に感受性で感染した水鳥を補食する可能性もある。また

ネコは，サルモネラ媒介の可能性も報告されており 7)，こ

れら動物種の養鶏場内への侵入については家禽への感染症

伝播の重大なリスクとして認識しておく必要があるだろ

う。野生動物の侵入防止対策については，飼養衛生管理基

準でその重要性が示されており，本稿がそのことを再認識

する契機となり，今後の防疫強化の一助となれば幸いであ

る。
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Peridomestic Wild Mammals Observed in Chicken Farms 

Tsuyoshi Yamaguchi 

Avian Zoonosis Research Center, Faculty of Agriculture, Tottori University, 4-101 Koyama-cha Minami, Tottori 6800-8553, Japan 

Summary 

Ever since the outbreak of highly pathogenic avian in:fluenza in 2004, various measures have been employed to prevent wild 

birds from breaking into poultry houses. However, little attention has been paid to wild mammals. The authors conducted a wild 

animal survey of chicken farms, which revealed that various peridomestic wild mammals, such as black rats, Japanese raccoons, 

mustelids (Siberian and Japanese weasels), Japanese martens, and badgers, routinely entered chicken farms. In addition, weasels, 

Japanese martens, and cats frequently entered poultry houses through the ports on egg and feces conveyors. Because similar events 

were observed at most of the farms investigated, every poultry farm in Japan should take care to prevent peridomestic wild 
mammals from entering poultry houses. 

(J. Jpn. Soc. Poult. Dis., 55 (Suppl), 15-22, 2019) 

Key words : chicken farm, house rat, poultry, wild animal 
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