
  
  差別化養鶏の現状と衛生対策

  誌名 鶏病研究会報
ISSN 0285709X
著者名
発行元
巻/号 43巻4号
掲載ページ p. 189-199
発行年月 2008年2月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



《解 説》

差別化養鶏の現状と衛生対策

鶏病研究会

干305-0856茨城県つくば市観音台 ト2ト7 サンビレッジ川村 C-l0l

キーワー ド:差別化，無薬，無ワクチン，放し飼い，衛生対策

はじめに

近年，わが国の鶏卵および鶏肉の生産性は育種改良に

よる鶏の能力向上，高能力飼料の開発，鶏舎，器具・機

材の改良，飼育管理技術の向上などによって飛躍的に向

上した。こうした傾向は海外でも進んでおり，立地条件

の有利な地域との価格差もみられるよう にな っている。

鶏卵については生産農場の集約化と生産性向上が図られ

ている。鶏肉についても 1980年代後半より，諸外国から

安価な製品が大量に輸入されるよ うになり，また，圏内

生産者間においてもインテグレーションの形態が出現す

るなど競争が激化して今日に至っている。こうした効率

化， 集約化が進む一方で，消費者から鶏卵や鶏肉に対し

て安全 ・安心 ・美味しさ をよ り強く求められるように

なってきた。この背景には，鶏にやさしい飼育方法は食

の安全につながるとの考えがあるからであろう。これら

の要望に応えるために， 従来の方法とは異なった飼養形

態や衛生対策を取り入れた養鶏，いわゆる“差別化養鶏"

が出現している。差別化養鶏の経営者はさ まざまな工夫

をこらしている。成績の良好な農場も多いが，衛生状態

が悪く成績の不振な農場も見受けられる。また， 差別化

養鶏が普及するにつれ，伝染病の発生により周辺の養鶏

場に経済的損失を招く危険性が指摘されるようになって

きた。例えば高病原性鳥イ ンフルエ ンザ (HPAI)や

ニューカ ッスル病 (ND) が発生すると周辺農場では卵

や鶏の移動制限を受けたり， 風評被害等による経済的損

失が生じ， 一般養鶏にとっては脅威である。また，国内

の養鶏場ではあま りみられな くなった寄生虫病等の発生

も認められるようにな った。本解説では，差別化養鶏が
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一般養鶏と共存していくために必要な衛生対策について

解説する。

1 差別化の方向

差別化には表 lに示すようにさまさまな取り組み方が

ある。

鶏の品種に特徴を持たせた例と して，卵用種ではウ

コッケイや褐色 ・ピンク ・青色 (アロウカナ)といった

卵殻色に特徴を持たせた差別化がある。肉用鶏ではロー

ドアイ ラン ドレ ット¥ 横斑プリマスロ ックなどの卵・肉

兼用種や軍鶏，名古屋種，薩摩鶏，比内鶏などと地鶏を

交配した差別化がみられる。(社)日本食鳥協会は，国内

で生産されている地鶏および銘柄鶏を総称して 「国産銘

柄鶏」と呼称している。これらは，味と機能性に特徴を

もたせて，食の安全を加味させようとする狙いがある。

銘柄鶏の開発が加速したのは，牛肉輸入が自由化された

1991年以降といわれているが，現在では全国で 150種類

以上にのぼる。

地鶏については，日本農林規格 (JAS法)による地鶏

肉の規格て、地鶏肉の生産の方法についての基準として，

「在来種由来血液百分率が 50%以上のものであって，飼

育期間はふ化日から 80日間以上飼育し，その飼育方法

は28日齢以降 10羽1m2以下で平飼い飼育されているこ

と。」 とされている。

特徴のある飼料を給与して差別化を図る例としては，

卵用種では卵黄色や味の改良により晴好性を良くするこ

とを狙ったものや，さまさまな機能性の強化を目指した

ものがある。肉用種では非遺伝子組換え (Non-GMO)飼

料や非動物性蛋白質飼料など特殊飼料によ る差別化がみ

られる。

飼育管理に特徴をもたせた例として，卵用種ではケー

ジ飼育ではなく平飼い飼育や屋外での放し飼いの例があ

り，時には雄を交配して有精卵を生産する例 もみられ

る。肉用種では通常より長期間飼育する例やケージ飼

育，放し飼いの例 もみられる。このほかにいわゆる 「自
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表 1. 差別化の方法

A 卵用鶏

1 銘柄鶏による方法

卵殻色 (赤卵， ピンク卵，青卵)，地鶏の卵

2 特殊飼料による方法

卵黄色 (パブリカ，マリ ーゴールド他)， 機能性強化 (EPA，DHA，ビタ

ミン強化，他)

3 飼育管理による方法

平飼い，舎飼い，放し飼い，自然養鶏

無薬，無ワクチン

B 肉用鶏

l 銘柄鶏による方法

地鶏 (軍鶏，名古屋種，薩摩鶏，比内鶏ほか)，

卵肉兼用種 (ロー ドアイランドレッド，横斑プリモスロック)，

2 特殊飼料による方法

非遺伝子組換え飼料，非動物性蛋白質飼料他

3 飼育管理による方法

飼育期間の延長，

ケージ飼育，放し飼い， 自然養鶏

無薬，無ワクチン

然養鶏」と称する 「放牧養鶏」も差別化養鶏の一つであ 表 2. 同一農場での無薬，有薬の飼育成績比較

る。

疾病対策に特徴をもたせる例としては，動物用抗菌剤l

や駆虫剤を与えない無薬養鶏やニューカッスル病をはじ

めとする鶏用ワクチンを一切接種しない無ワクチン養鶏

がある。この他にも，動物福祉の慨;念を取り入れた差別

化が今後発展する可能性もある。欧州連合 (EU) では

「動物福祉 (AnimalWelfare) Jを視野に入れた家畜の

出荷日令

出荷体重

育成率

飼料要求率

無薬飼育区

53日

2.627 kg 

94.46% 

2.24 

通常飼育区

52日

2.890kg 

94.99% 

2.14 

飼養環境の改善が求められており， EU全域で 2012年か 表 2は同一農場で調査した無薬飼育試験の成績であ

ら段階的に鶏のケージ飼L、を廃止することになってい る。この結果からは育成率に差は認められなかったが，

る。この方針に基づき，福祉を考慮に入れたケージの開 増体重と飼料要求率は明らかに低下していた。経済性の

発や屋内立体飼育方式なとが考案されている。屋内式の 分析では生産費が鶏肉 1kg当り 10.39円悪化した (表

理由の一つは，鳥インフルエンザの感染防止対策を義務 2)。海外での事例であるが 1986年，スウェーデンは成長

づけた法律への対応である九 国際獣疫事務局 (OIE)で 促進目的で抗生物質を家畜，家禽に使用することを禁止

も2010年までに畜舎の広さ，飼料の与え方，病気や異常 したところ，治療用抗菌剤の使用が増加したために，抗

行動への対処法などを盛り込んだ 「家畜の福祉Jに配慮 菌剤lの使用量は禁止以前より増え，生産費は 10%上昇

した指針を策定する予定である。日本においても，国内 したことが報告されている1)。

の飼養状況に対応した日本型の 「家畜の福祉」が検討さ 表 3は関東地方の食肉衛生検査所が調査した 2006年

れ始めている。

2. 差別化養鶏の実態

9 月 ~ll 月と 2007 年 5 月におけると体の廃棄率である 。

無薬飼育 (差別化飼育)を行っている 8養鶏場の平均と

体廃棄率 (2.54%)は，同時期，同地域で飼育された有薬

「全期間にわたる無薬飼育は，果して経済的で食の安 飼育 9農場の平均と体廃棄率 (1.63%)よりも高い。この

全にかなう飼育形態といえるのだろうか。」 成績は，同時期，同地域で有薬飼育された肉用農場のと
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に病気が発生し，獣医師の指示の基に抗菌性動物用医薬

品の投与を実施した場合， 投薬中および出荷制限期間中

に産卵した卵は，食卵に供してはな らないと法律で定め

られているので，そのため大部分の卵は廃棄しなければ

ならなL、。このことは経済的に も大きな損失となり，採

卵鶏の生産現場では抗菌性物質動物医薬品はほとんど使

用されていない。 したがって，現在におけるわが国の採

卵養鶏産業は基本的に11医薬飼育であるといえる。これを

可能にしているのが的確なワクチネーションの順守であ

り，飼育衛生環境の改善であることを忘れてはならな

採卵養鶏場では，鶏舎毎のオールイン・オールアウト

の実施，消毒の徹底，疾病モニタリング情報をもとに作

成したワ クチンプログラムの順守等，衛生対策が適正に

行われているため，疾病の発生は最小限に拘lえられてい

る。

b. 肉用鶏における無薬養鶏

ここでは肉用鶏の無薬養鶏の実態について紹介する。

ブロイラー用の飼料としては前期用 (0~3 週) および後

期用 (3週~出荷)に区別され，出荷前の 7日間は無薬飼

料の給与が義務づけられ，抗生物質の使用は最小限に抑

えられている。

食鳥協会では1眠薬飼育された鶏は特別飼育鶏と表現

し，その定義を 「鶏の生産において，鶏の感染病予防ワ

クチンを投与したもので，全飼育期間にわたり抗生物

質 ・抗菌製剤jを投与しないで飼育したもの」としてい

る。現在では，わが国の肉用鶏飼育の約 209泌が特別飼育

鶏といわれている。

この取り組みは，銘柄鶏として差別化されている肉用

鶏や地鶏においても始まっている。銘柄鶏や地鶏の場

合， ブロイラーに比べその飼育期聞が長く (70 日 ~150

日間)，その解化から出荷までの長い期間を飼料添加物

(抗菌性物質)や抗菌性動物用医薬品 (獣医師の指示によ

る使用)を一切使用しない飼育体制を確立しようとして

し、るところもある。

2) 無ワクチン養鶏とは

飼育期間中に一切のワクチン接種を行わない飼育方法

であるが， 一般的に抗生物質，抗菌剤!などの動物用医薬

品を一切使用しない無薬飼育と同時に行われることが多

生産者の中には， 1"より自然に近い環境で飼うことが，

鶏の免疫力を高め，ひいては鳥インフルエンザの予防に

なる」と信 じ，人為的な治療，予防を行わない人がL、る。

「病気の発生も自然淘汰であり，その障壁を乗り越えた

個体が生命力の?郎、集団となる」という信念で抗生物質

年2007 第 43巻

関東地方の食鳥処理場における4眠薬・有薬

の出荷成績

表 3.

食鳥処理場

差別化していない飼育無薬飼育

と体廃棄率 (%)

l.80 

1.81 

2.65 

l. 22 

0.80 

l. 65 

l.18 

l.27 

l.32 

段場名

e 

f 

g 

h 

a 

b 

c 

d 

と体廃棄率 (%)

2.65 

2.20 

2.24 

3.81 

2.76 

2.85 

2.59 

2.23 

農場名

A

B

C

D

E

F

G

H

 

本資料における差別化は次の 3つの条件を満たしたも

のである。

① ワクチンのみ使用し，抗生物質を使用しない。

②遺伝子組換えでないトウモロコシを含む飼料を使う。

③鶏種は， 3代(種鶏および原種鶏)が園内で飼育さ

れたものであること。

l.63 平均2.54 平均

体廃棄率 (平均 0.88%) と比べるとかなり高い。

これらは一部の機関および時期における調査であり，

今後，さ らに全国的な調査が必要と思われる。

1) 一般養鶏における無薬化

無薬飼育は，原則として 「鶏の感染病予防ワクチンは

投与されたもので，全飼育期間にわたり抗生物質・抗菌

製剤lを投与しなL、」養鶏と定義されている。この飼育方

法は肉用鶏の差別化に適用されていることが多い。

産卵中の採卵鶏，出荷前の肉用鶏には 「飼料の安全性

の確保及び品質の改善に関する法律」により抗菌性物質

を添加した飼料を販売，使用することは禁止されてい

る。それ以外の鶏用飼料についても，飼料用として添加

できる抗菌性物質の量と対象飼料が規定されている。抗

菌性物質はそれぞれ第 1類から第 4類に分類されてお

り，第 l類はコクシジウム症などの抗原虫性物質であ

り，第 3および第 4類は抗菌性物質で，各々の添加量は

厳しく制限されている。ホルモン剤の使用は認められて

L 、なL、。近年圏内の抗菌物質の製造および使用量の推移

は著しい減少傾向にある。

a 産卵鶏における無薬養鶏

採卵鶏では解化後 71日齢以降に抗菌性物質を含む飼

料を給与することは禁止されている。そのため，その後
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1) 病気の発生状況

地鶏，無薬飼育および平飼い飼育における疾病の発生

状況については，全国家畜保健衛生所業績抄録(1999年

~2005 年) によると 7 年間で 32 件が報告されている

(表 5)。内訳をみると，発生件数の多いI1闘にコクシジウ

ム症 (7件)，クロストリジウム感染症 (6件)，ヒストモ

ナス症 (3件)，大腸菌症 (3件)，脳軟化症 (2件)であっ

た。他の業績発表でも同様な傾向がみられ，その他にパ

スツレラ症，壊死性腸炎および回虫，条虫などの消化管

内寄生虫感染症，マラリア， ヒゼンダ‘ニなどが報告され

ている。

表 6 は三重県の家畜保健衛生所が 2004~2006 年度に

まとめた差別化養鶏農場の病性鑑定状況である。原因の

判明した疾病としては，大腸菌症，ブドウ球菌症，パス

ツレラ症，コクシジウム症などが多かった。このうち，

採卵鶏の大規模放し飼い養鶏場では， パスツ レラ症，プ

されていることから，放牧養鶏と呼ばれることもある。

この方法で飼育されている鶏種としては，飛朔能力の低

いロー ド種や地鶏およびその交雑種が多い。飛朔力の高

い鶏種はこの飼育法には適さなL、。卵用種を放し飼いす

る場合には屋内に巣箱が設置されている (写真 2)。

このような差別化養鶏は，近年増加傾向にあるといわ

れているものの実態は把握できていない。表4は2006

年度における三重県の家畜保健衛生所が行った調査によ

る差別化養鶏の農場数である。

病気の発生3. 

鶏病研究会報

は勿論，ワクチンも一切使用しない人もいる。 しかし，

NDは自然抵抗性や飼育環境面の改善のみでは予防でき

ない疾病である。近年， NDやHPAIの発生を受け， ND 

ワクチンをまったく使用しない極端な生産者は少なく

なってきていると思われる。

3) 平飼い養鶏と放し飼い養鶏

a 平飼い養鶏 「鶏舎内または屋外において，鶏を

ケー ジに収容することなく床面または地面で自由に運動

できるようにした飼育法」をし寸。平飼い養鶏の鶏舎の

床面はコンクリート，土，スノコおよびこれらを組み合

わせたものが多いが，広い運動場を設けている場合もあ

る。

b 放し飼い養鶏・飼養管理に関する表示によると，

平飼い養鶏のうち， 日中の過半を屋外で飼育する方法を

放し飼いと定義されている。

実際には，屋根のついた飼育会と運動場で平飼い飼育

三重県内の差別化養鶏農場 (2006年度)表 4.

戸数

6戸

2戸

14戸

差別化の方向

無薬飼育

無ワクチン飼育

採卵鶏の放し飼い

22戸

20戸

合計 (のべ)農場数

合計(実)農場数

-無ワクチン飼育農家は無薬飼育も同時に行ってお

り，実農場数は 20戸となっている。

地鶏 ・無薬飼育の疾病発生状況(家畜保健衛生所の業績抄録より作成)表 5.

2005 

ニューカッスル病

頭部腫脹症候群

壊死性腸炎

コクシジウム症

ヒストモナス症 (黒頭病)

填死性腸炎・コクシジウム混合感染症

黒頭病 ・コクシジウム混合感染症

鶏脳脊髄炎 (AE)

伝染性ファブリキウス嚢病(IBD)

大腸菌症

パスツ レラ症

鶏マラリア

脳軟化症

ヒゼンダニ症
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表 6. 2004-2006年度の差別化養鶏農場での病性鑑定

状況 (三重県)

疾病名 件数

皮膚型鶏痘 l件

lB腎炎型 l件

大腸菌症 13件

パスツレラ症 3件

ブドウ球菌症 7件

壊死性腸炎 2件

コクシジウム症 3件

熱射病 2件

圧死 l件

腹水症 l件

原因不明の死亡 13件

ドウ球菌症などの多くの疾病がみられている。特に 2006

年 5月頃からは赤玉鶏の 595日齢の l群において死亡羽

数の増加 (30-60羽/日)と，産卵率が 80%から 65%に

低下する事例がみられた。家畜保健衛生所の病性鑑定の

結果，敗血症を伴った皮膚型鶏痘と診断され，死亡率は

6.4%に達し，ワクモの存在下で感染が拡大したと考え

られる。

2) 無薬養鶏

無薬養鶏では，細菌感染症，寄生虫感染症が多い。肉

用車重は飼育環境の違L、から，卵用種に比べサルモネラ，

カンピロパクター，黄色ブドウ球菌，ウエルシュ菌など

食中毒の原因となる細菌の汚染事例が多い。また，大腸

菌にも感受性が高く鶏大腸菌症(敗血症型・峰寓織炎)

による生産性低下が誘発されやすい15)。更に，平飼い飼

育の場合は， コクシジウム症や壊死性腸炎15J7)，パスツ

レラ症10，19)などが発生し易く，育成率の低下をもたらす

ことが多い。

3) 無ワクチン養鶏

一般養鶏ではワクチン接種によって適切にコントロー

ルされているウイルス感染症，細菌感染症は無ワクチン

養鶏では発生しやすL、。基本的には一般養鶏で流行する

疾病は， 無ワクチン養鶏においても流行するので， ND 

など伝染性の強L、感染病以外でも，種々の病原体の感染

によって生産性の低下を招く 。

NDワクチンが未接種であれば，法定伝染病である

NDの発生を招く危険性がある。2002年 4月，青森県お

よび長野県の無薬養鶏において NDが発生した。愛玩鶏

や小規模の生産農場であっても， NDの発生時には 5-

30kmの移動制限が実施され近隣の一般養鶏に経済的影

響をおよlますことが懸念される。その他にもウイルス性
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の疾病として，鶏伝染性気管支炎(IB)，産卵低下症候群

(EDS)などの発生が報告されており， 卵殻の形成不全

や産卵率の低下を招いている 20)。これらの事例では，平

飼いのために水平伝矯が速かったと考察されている。ま

た，伝染性ファブリキウス袋病(IBD)の関与したパスツ

レラ感染症の重篤化も報告されている九

4) 平飼い養鶏および放し飼い養鶏

屋外で行われる放し飼い養鶏では，野鳥が介在する疾

病が問題になる。HPAI，ND7)などのウイルス性の伝染

病以外にも，家きんサルモネラ症，家きんのマイコプラ

ズマ症， パスツレラ症などの細菌性感染症が報告されて

いる8，12)。トリサシダニ，ワクモなどの外部寄生虫の進入

も受けやすい。

夏季には昆虫の媒介によるロイコチトゾーン症，マラ

リア症，鶏痘などが発生しやすくなる。鶏痕の発生に対

してはワクチンの的確な接種が望ましい。飼育されてい

る床の状況から鶏回虫，鶏盲腸虫，コクシジウムといっ

た消化管内寄生虫の濃厚寄生11)と，細菌感染により壊死

性腸炎などによる死亡と産卵低下が報告されている21)。

また，鶏回虫の寄生によって卵黄色の白色化が生じた

例14) 有輪条虫の寄生により産卵不良 ・卵殻色の不均一

化が認められた症例も報告されている 13)。

開放の育成舎におけるアスペルギルス症の発生報告6)

や地鶏ひなの Enterococcusduransの発生報告2) もあ

る。放し飼い養鶏では，巣外卵の汚卵が問題であり，特

にサルモネラによる汚染が危↑具される。

4. 衛生対策

1) 無薬養鶏の衛生対策

無薬飼育を実現するためには，衛生対策の強化が前提

となる。本項では，まず，基本的な衛生対策を紹介し，

次に無薬飼料による飼育下でしばしば報告されているコ

クシジウム症などの寄生虫病，ブロイラーの無薬飼育で

問題となっている鶏大腸菌症 (敗血症型・蜂寓織炎)，壊

死性腸炎等の予防対策について述べる。

a 基本的な衛生対策養鶏場ごとのオールイン ・

オールアウトの徹底が基本であり，農場内への外部の人

の出入りは厳しく制限する必要がある。従業員も衣服，

履き物の交換や色による区別など，鶏舎単位での隔離飼

育の徹底が必要となる。飼育期間中は，飼育密度を低く

し，十分な換気を行うことも必要となる。無薬養鶏にお

ける衛生管理は 2004年 9月，家畜伝染病予防法に基づ

き 「家畜の飼養衛生管理基準J(農水省令)が定められて

いるので，それを順守することが肝要である。

衛生管理を徹底するためには，近年，各県で取り組み
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世台められている HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) による衛生管理を行うことが推奨され

る。少人数で経営している養鶏場では現実的ではない部

分もあるが，重要管理点を見直すことにより衛生管理を

自主的にレベルアップする方法として取り入れていただ

きたい (詳細については鶏病研報第 41巻第 l号 2005年

を参照)。また，近年の新しい方向として，食品安全のた

めの GAP(Good Agricultural Practice)を作成し，食

品安全，環境保全，労働安全，品質向上など 「適切な農

業生産を実施すること」という試みが行われている。こ

うした事例を取り入れて基本的衛生対策の指針とするこ

ともお勧めしたい。

b オールイン ・オールアウトの励行.鶏舎の運用に

際しては，農場単位でのオールイン・オールアウトが基

本である。採卵養鶏場においては，鶏卵の生産量を維持

するために鶏舎単位でのオールイン・オールアウトが一

般に行われている。このような鶏舎運用についても充分

な空舎期間をとり，ひなの導入前に鶏舎の徹底した水

洗・消毒を行い，前回の鶏群の病原体を鶏舎やその周囲

に残さないことが重要である。肉用鶏の場合であっても

基本的に採卵養鶏場と同様である。無薬飼育の場合は，

ワクチンによる予防接種以外に疾病の予防対策の方法が

ないため，オールイン ・オールアウトに基づく清浄化は

基本的な条件である。

c. 鶏舎消毒採卵鶏では，鶏舎内でのサルモネラ汚

染や!B等の呼吸器疾病，肉用鶏では，コクシジウム症，

壊死性腸炎等を誘発させないために鶏舎の徹底した消毒

が必要である。消毒は，事前に塵挨，鶏糞，その他の固

着物を除去，洗浄しておかないと高い消毒効果が得られ

ない。

消毒薬の選定に際しでも農場で発生している疾病を勘

案し有効な消毒液を組み合わせ実施することも大切であ

る。さらには，消毒による鶏舎および周辺への排水を介

した環境汚染，消毒作業の安全にも配慮する。

特に，採卵鶏のウインドウレス鶏舎飼育の場合，鶏舎

内にサルモネラが残り易く，前回導入されていた鶏群が

Salmonella Enteritidis (SE)や S.Typhimurium (ST) 

に汚染されていた場合などは，気道感染により鶏群内に

まん延する危険性があり，常にモニタリングを実施する

必要がある。対策としては，鶏舎内外の消毒，ネズミ対

策， CE剤およびワクチンの投与などが必要である。肉用

鶏では，コクシジウム症，壊死性腸炎，!B等の呼吸器疾

患の続発を防ぐ上でも，充分な除糞・水洗を行ったうえ

で，有効な消毒液を組み合わせ，鶏舎の消毒を実施し，消

毒後できる限り長い空舎期間をおくことが重要である。

d. 野鳥 ・衛生動物対策鶏舎内への病原体の侵入を

阻止する対策も必要である。具体的には，人 ・物の出入

りを厳重に管理し，ネズミ ・昆虫などの侵入を防ぐこと

である。特に HPAI対策としては，野鳥の侵入防止対策

を徹底することが肝心である。HPAIやNDは，野鳥，

ネズミ，野生動物が媒介する危険性がある。里子鳥との接

触を避ける工夫が必要で，金網，魚網，野鳥よけネット

の利用が推奨されている。開放鶏舎の場合は，直径が 2

cm以下の防鳥ネットや魚網などを張り巡らせ，ハトや

スズメ等の野鳥が侵入しない対策が有効である。特に，

2007年の宮崎県や岡山県における HPAI発生は，防鳥

ネットを張っていたにもかかわらず発生した事例で，防

烏ネットの穴の補修を行い，ネズミ ・イタチ等の野生動

物や，ハエ ・ワクモ ・トリサシダニなどの衛生害虫の対

策が必要である。

e. 総合ワクチネーション マレック病 (MD)，鶏痘

(FP)， ND，!Bなどのワクチン接種は感染予防やその被

害を軽減する上で重要である。鶏病研究会の総合ワクチ

ネーションプログラムを参考に，鶏種に応じた的確なワ

クチネーションを実施する。特に NDは家畜伝染病予防

法に定められた家畜伝染病であり，肉用種および卵用種

においてもそれぞれに有効なワクチンの実施が必要であ

る。青森県の太田は16) ドバトやスズメは NDウイルス

を持っており，これらと接触する機会が多い生産農場や

愛玩鶏は，適切なワクチン接種が必要であると述べてい

る。採卵鶏の場合は，産卵に影響する!B， EDS，鶏脳脊

髄炎 (AE)のワクチン接種が重要である。肉用鶏の場合

は，特に免疫不全を誘発するようなウイルス疾病によっ

て，大腸菌症などの細菌感染症が誘発されやすL、。この

ため， !BDのワクチン接種は無薬養鶏には必須である。

必要に応じて鶏貧血ウイルス (CAV)感染症， トリ

ニューモウイルス (APV)感染症のワクチンも検討が必

要であろう。近年，肉用鶏では， MDワクチンを発育鶏

卵内に接種する方法で食鳥処理場における廃棄率の低下

が認められている。

f. 日常管理と病性鑑定 一般養鶏においても当然で

あるが，無薬養鶏においては，より一層，鶏群の健康状

態をきめ細やかに毎日観察することが重要である。こう

した管理の徹底がなされていない無薬飼育の存在は近隣

の養鶏場への疾病の感染源になる。それらも考慮、に入れ

た診断体制を整備しておかなければならなL、。マイコプ

ラス、マ症，大腸菌症，サルモネラ症などの細菌性疾病は

鶏群内で急速にまん延する。そのため，毎日の鶏群の観

察と死亡鶏や異常鶏の排除異常鶏の病性鑑定が必要と

なってくる。 ND，!B， AE， EDSの抗体保有状況調査や
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SE. STなどのサルモネラ症に対するモニタリング検査

を定期的に実施することは，ワクチンの有効性の確認と

出荷する鶏卵 ・鶏肉の安全性を確認するために重要な

チェックポイントである。飼育期間中に異常鶏，死亡鶏

が多発した際には迅速に獣医師の診療または家畜保健衛

生所に届け出て病性鑑定を依頼し，鶏群内やj足場内，周

辺養鶏場へのまん延を阻止するための予防対策を実施し

なければならない。2007年の HPAI発生では，特定の場

所での死亡羽数の増加などの臨床観察による早期発見と

迅速な家畜保健衛生所 (家保)への通報が， 地域へのま

ん延を防ぐことにつながった。平常時より，家保との連

携を密にし. HPAIの発生時には，迅速な通報体制を執

ることが大切である。

g. 寄生虫病(特にコクシジウム症)の対策:採卵鶏

はもちろん肉用鶏においても，無薬養鶏で最大の衛生管

理のポイントとなるのがコクシジウム症対策である。最

近， 一般養鶏の採卵鶏においてもコクシジウム症とクロ

ストリジウム感染症の混合感染が報告されている。導入

前の床の清掃 ・消毒，適切な敷き料の選択と乾燥，また

必要に応じてワクチンによるコクシジウム対策を実施し

たい。近年， コクシジウムのワクチンとして.Eimeria 

teneLLa. E. acervulina. E.maximaの鶏コクシジウム弱毒

3価ワクチンと E.necatrix単独の鶏コクシジウム弱毒

ワクチンが市販されている。

採卵鶏の開放鶏舎で無薬飼育を行う場合は，ロイコチ

トソーン対策として，媒介するニワトリヌカカに対し

て，除草および殺虫剤の散布，送風用の大型ファン，電

子蚊取器などの設置を行うところもある。周辺が水田や

山林て'囲まれた養鶏場の場合は，鶏ロイコチトゾーン病

ワクチンを使用することも選択肢の一つである。

h. 大腸菌性敗血症の対策:本症は換気不良等が原因

で大腸菌が気道感染することによって発生することが多

い。 このような場合， マイコプラズマや IBウイルスな

どの呼吸器病の病原体による複合感染あるいは IBや

ND生ワクチンなどの接種により呼吸器粘膜の生理機能

が障害されると大腸菌の感染が助長されて発症する。

また. IBDウイルスの感染ではファブリキウス嚢に病

変が起こり免疫抑制により大腸菌に対する感受性が高ま

る。 したがって出荷後より徹底した鶏舎の水洗 ・消毒が

重要である。さらに換気不良，密飼いによるアンモニア

や箆竣濃度の増加，寒冷，暑熱，栄養の不均衡なども鶏

の抗病性を低下させる要因とされている。

特に，大腸菌が発生しやすい寒冷期においては飼養密

度を適性にし，換気をこまめに行い鶏舎内の換気 ・温

度 ・湿度の調整に留意する。

第 43巻 2007 年

大腸菌発生の対策として岩手県の佐藤ら 18)は，ブロイ

ラーの特別飼育段場において，換気不良が原因で死亡率

が 63% におよんでいた農場において，換気改善を指導

し，著しい生産性の改善がみられたと報告している。換

気扇の能力を改善し.大腸菌症の発生を抑えることに

よって育成率が従来の換気量では 96.3%であったもの

が 99.6%.飼料要求率も従来の換気量 2.13に対し 1.96.

日増体量も 50.5gに対し 52.8g.生産指数も 224に対し

268と大幅な改善効果がみられ.1.200万円の売り上げ場

加があったと報告している。

i. 蜂禽織炎の対策・ブロイラ ーの蜂寓織炎は臨床症

状が認められず，発育良好な鶏に発生することが多い。

食烏処理段階の脱羽後検査において皮膚が肥厚し羽毛の

抜けが悪く，皮下に水腫やチース様凝塊が認められる皮

膚疾病で，参出性深層性皮膚炎 CExudativede巴pder-

matitis)として紹介されてきた。原因として，種々の血

清型の大腸菌が病巣から分離され，鶏の品種によっても

発生に差がみられる。羽毛による雌雄鑑別を行っている

品種では，雄の羽の発育が遅く，喧喋性もあり，物理的

な傷害を受けやすいため，峰寓織炎の発生率が雌の 2倍

にもおよぶ。湿った床面も鋒禽織炎の発生に関連し，鶏

舎の空舎期間 (除糞から入すうまでの期間)が長いほど

蜂寓織炎の発生頻度は低く，鶏舎を徹底的に清掃消毒す

ると，蜂縞織炎の発生を低下させることができるといわ

れている。こうした事例のような大腸菌に起因する策膜

炎の発生頻度が高くなったときは，環境が大腸菌に高濃

度に汚染しているようである。そのためには飼育密度を

下げ，鶏舎内換気を改善することが蜂禽織炎の軽減化に

つながると推察される6)。

j. 壊死性腸炎の対策.ウェルシュ菌 CClostridium

perfringens)が小腸内で増殖することによりヲ|き起こさ

れる疾病でコクシジウム症など，腸粘膜に傷害をもたら

す誘因によって発生することがある。また. IBDなどの

ウイルスの感染により鶏の免疫機能を抑制するような疾

病なども本病の誘因となる。

本病は平飼い飼育の 2-5週齢頃に無薬飼料飼育で多

く認められる。また，平飼い飼育の採卵鶏においても散

発している。

発生した際に，有効な抗生物質を投与すると治癒する

が，無薬養鶏のため抗菌剤jによる治療ができず，感染鶏

が発見されると順次まん延し，被害が甚大になることが

ある。

予防的な対策として，岩手県の奥村13)は有機酸の投与

を指導しているが，枯草菌や乳酸菌製剤lなどの生菌製剤l

を給与している場合もある。 しかし，抗菌剤のような予
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るので NDワクチンの接種は必ず行うべきである。その

他の鶏病についても 2008年 l月現在， 圏内では 18種の

感染症のワクチンが実用化されている (表 7)。ウイルス

性疾患は 11積，細菌性疾患 3種，マイコプラズマ性疾患

2種および原虫性疾患 2種類である。 種鶏にワクチンを

接種してひなの免疫力を高める方法(移行抗体を付与す

る方法)と，病気が侵入するまでに，ひなに直接免疫力

を付与する方法がある。これらのワクチンの有効な利用

によって病気の予防と生産性の向上が図られている。な

お，これら要指示薬ワ クチンの購入，使用に際しては，

獣医師の指示 ・処方によって実施する必要がある。

3) 平飼い養鶏および放し飼い養鶏の衛生対策

平飼い ・放し飼い養鶏では，敷料あるいは放飼場の床

面を清浄に保つこ とが重要である。汚染環境で飼育され

た若ひなは不健康になりやす く，そうした鶏から生産さ

れた卵や肉は食中毒を引き起こす危険性さえある。衛生

的に無防備，無対策な管理を行っ ている農場では，短期

的には飼養が成功しでも， 長期的には次第に土壌の汚染

が深刻化する傾向がある。同時に野鳥やネズミによる影

響を受け，将来において生産性の低下を招き，経営が成

り立たなくなる可能性がある。そのため飼育管理，寄生

鶏 病研究会報

防および治療効果を得ることは困難である。

先に述べたように本症はコクシジウム症に併発するこ

とも多く，このような症例においてはコクシジウム症生

ワクチンを接種すると有効である。コクシジウムオー シ

ストは抵抗力がE郎、ので出荷後における鶏舎消毒の徹底

と踏み込み消毒槽の設置，専用衣服 ・長靴に交換するな

どの 「家畜の飼養衛生管理基準」の遵守なども重要であ

る。

2) 無ワクチン養鶏の衛生対策

無ワクチン養鶏を実施している場合は，基本的には1lt{

薬飼育も行っているので，前述の1眠薬飼育の衛生対策も

併行することが多L、。HPAIは， 基本的には侵入防止対

策をとる ことによ りその発生を阻止する以外に効果的な

方法はない。HPAIに対するワクチンの使用は 「高病原

性烏インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」

によって，殺処分では発生の拡大を限止できない場合に

使用を検討することになっている。NDに関しては， ワ

クチンが有効であり， 一般養鶏場ではワクチンの接種に

より発生を予防している。法定伝染病に指定されている

NDが発生すると周辺養鶏場では卵や鶏の移動制限を受

けたり風評被害などによる経済的損失が生じることにな

市販鶏用ワクチン (2007年 10月現在国内)表 7.
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鶏ニューカ ッスル病 (ND)

鶏痘 (FP)

鶏伝染性気管支炎(IB)

鶏伝染性喉頭気管炎(ILT)

鶏脳脊髄炎 (AE)

マレック病 (MD)

伝染性ファブリキウス嚢病(IBD)

トリレオウイルス (REO)感染症

産卵低下症候群 (EDS)

鶏伝染性コリーザ(IC)A型・ C型

鶏コクシジウム症 (3・5種混合 ・ネカトリックス)

マイコプラズマガリセプチカム感染症 (MG)

マイ コプラズマシノビエ感染症 (MS)

サルモネラ症 (SE'ST) 

トリニューモウイルス (AP)感染症

鶏大腸菌症

ロイコチトゾー ン病(組換え型)

鶏貧血ウイルス (CAV)感染症
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l!d)生ワクチン

!i2)不活化ワクチン (オイルアジュパント以外)

iiω オイルワクチン

動物用医薬品用具要覧から作成
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虫対策などに特別の配慮をする必要がある。こうした悪

影響を最小限に留めるには，放し飼いの時間を日中の一

時期に制限することが推奨される。

a. 飼養鶏群の管理:平飼い養鶏や放し飼い養鶏で日

齢の異なる鶏群を同じ鶏舎や運動場で飼育すると老鶏

に感染している病原体が若ひなへ伝播し.tJi場全体に広

がることがあり，疾病被害が甚大となる。飼育管理を群

別または臼齢別に行い，放し飼いの時間，区域を限って

行う (写真 1) ことも放飼場所の環境を清浄に維持する

方法の一つである。

b. 寄生虫対策.平飼い ・放し街:g、養鶏の場合，特

に，鶏回虫や有輪条虫など内部寄生虫の濃厚感染による

被害が多く報告されている。飼育されている環境が屋外

で床面が土壌であるために，消化管内寄生虫の濃厚感染

が多L、。放飼場等敷地の排水 ・乾燥を図り，消石灰の散

布や火炎による土壌の清浄化，客土，移動放飼場等の放

飼区域の変更を念頭に置き，定期的な糞便検査と駆虫を

行うなど疾病の発生状況の把握とコントロールが肝要で

ある。

c 野鳥 ・野生動物対策:平飼い，特に放し飼い養鶏

において重要な課題となるのが，野鳥によって媒介され

るHPAIおよび NDの感染防止対策である。EUでは，

HPAI流行期における放し飼いは法律で禁止されてい

る。国内においても，渡り鳥や野鳥等との接触を避ける

ため，放し飼いを中止するように指導しなければならな

い。また，開放鶏舎における対策として，網目の直径が

2cm以下 (写真 3)の金網や防鳥ネットを使用し，餌を

食べにくるスズメなどの野鳥の侵入を防ぐことが重要で

ある。さらに，野ネズミやイタチなどの鶏舎内への侵入

防止や，鶏舎周辺に野生動物から排池された病原体の不

活化や飛散防止のために，鶏舎周辺や農場内通路に消石

灰を定期的に散布するなどの対策も実施してみる価値は

ある。

d. ワクチネーション平飼い ・放し飼い飼育ではス

ズ人ハ ト，鳶などの野鳥との接触の機会が多いので，

ND対策は徹底して行う必要がある。採卵鶏， 肉用鶏な

ど目的に応じて総合ワクチネーションプログラムを実施

する必要がある。採卵鶏の場合. NDについては生ワク

チンのみでは不安があるため，オイルアジュパントワク

チンの接種を奨める。SE.STなどのサルモネラワクチ

ン，ロイコチトゾ ン病ワクチンについても，飼育環境

上実施することが望ましい。

e. サルモネラ対策。 SEや STなどのサルモネラに

汚染した環境で飼育されたひなは保菌鶏となり易く，そ

のような鶏から生産された鶏卵や鶏肉で食中毒が発生す

第 43巻 2007 年

写真 L 放し飼い養鶏鶏は時間を決めて運動場

に放され，敷地は清潔に保たれている。

写真 2 放し飼い養鶏の鶏舎部分。左端は防鳥

ネット，奥に巣箱がみられる。床に籾殻

が敷き詰められ清潔である。

写真 3. 野鳥対策として直径 2センチ以下の金網

が使われている。

ることがある。牧歌的環境のイメ ージから自然派思考で

安全 ・安心感を与えているが， 一度汚染してしまうと，

飼育環境の清浄化が困難で，平飼いや放し飼いを放棄せ
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ざるを得ない事態に追い込まれる。

鶏群のサルモネラ汚染 ・まん延防止は販売 した鶏卵に

よる食中毒発生防止のために重要であり，飼育環境の消

毒，ネズミの駆除， CE剤および SEとSTのワクチン接

種などを検討すべきである。巣外卵は汚卵の原因となり

易い。産卵開始前に産卵箱を覚えさせるためには大すう

導入を早め，照度の調整や産卵箱の数を多くすることも

巣外卵の減少に効果的である。

なお， 2006年 5月 29日ポジティブリスト制が導入さ

れ防疫対策や衛生指導を行う際には農薬や殺虫剤，動物

用医薬品の残留について充分注意しなければならない。

おわりに

養鶏産業の経営形態が加速的に大規模化になりつつあ

るが，一方では消費者の食に対する安全 ・安心への要望

とさ らにはおいしい鶏卵，鶏肉への晴好は，無薬養鶏 ・

放し飼い養鶏等の差別化養鶏の増加を促している。こう

した背景には大規模養鶏場の多 くが大型ウイ ンドウレス

鶏舎で鶏を飼育していること，鶏のほとんどが配合飼料

で飼育され，給与飼料の原料はほぼすべてがさまざまな

国から輸入されたものであること，生産性の効率を求め

狭いケー ジで過密な状態で飼育されているなど，近代的

な養鶏産業の生産手法に関して一部の消費者の不信感か

らと恩われる。 しかしながら，現在圏内で取り入れられ

ている一般的な飼育方法が特に問題にな っている訳では

t，H 、。

EUでは食物連鎖を介して抗菌性物質の耐性が広がる

という恐れに基づき，飼料添加物に関する法律を改正

し，2006年 l月より抗コクシ ジウム薬を除き 「発育促進

を目的とした抗菌性飼料添加物」は全面的に使用禁止と

なった。但し，この改正により生産性と食の安全性の追

求が今後どのように変化してい くか見守ってゆく必要が

あると恩われる。

鶏病対策の基本方針も飼養衛生管理基準が取り入れら

れるなど時代と共に変遷してきている。この転換期に

は，衛生対策技術や飼育管理技術が未熟であった場合，

HPAIや NDのような法定伝染病やその他の伝染病が発

生し，周辺の養鶏場に経済的損失を招く危険性が指摘さ

れている。同時に，現代の養鶏ではすでに過去のものと

なった疾病が再興 し生産効率の低下が発生する危険性が

ある。また，過去の飼育法を取り入れるにあたって，現

在飼養されている鶏が，普庭先で飼養されていた鶏とは

抗病性 ・生産性など鶏自体の性能が異なることも認識し

なくてはならなL、。

これらの事項を考慮 して，それぞれの差別化養鶏にお

ける問題点を認識し，それらに対する衛生対策を確立す

ることを期待したい。
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Status and Preventive Measures for Hygiene Management 

in Recent Trends of Chicken Raising in Japan 

The Japanese Society on Poultry Diseases 

C-I01 Sun Village Kawamura， 1-21-7 Kannondai， Tsukuba， 305-0856 Japan 

Summary 

The poultry industry has experienced signi白cantchange in recent years. Large-scale integra 

tion has helped make poultry a low-cost alternative to other meat products， but it has also forced 

some small poultry producers to consider value-added production. New rearing systems in the 

poultry industry have also been developed for natural， organic and/or free-range chickens 

Conventional chickens are fed antibiotics to enhance growth and treat diseases when they occur， 

but chickens in new rearing systems are never fed antibiotics during their entire life. Natural and 

organic chickens are known for containing no artificial ingredients or preservatives and being 

minimally processed. They also are raised and grown in environmentally free-range areas 

Furthermore， there is a growing interest for food safety， food quality and food-related health 

among consumers and policy makers in most industrialized countries. Producing natural or 

organic chicken responds to consumers' demands for potentially healthier， more natural， and 

better-tasting products. However， diseases develop in natural or organic chickens because of 

insufficient protection against infection and sanitation programs. This paper deals with recent 

trends of chicken raising in the fields in Japan. 

(J. J pn. Soc. Poul t. Dis.， 43， 189-199， 2007) 

Key words : antibiotic-free， chicken-raising， free-range， hygiene countermeasure， natura1/organic 
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