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ブロイラーの禁止廃棄率改善のための状況分析および対策 (6)

横関正直*

w ブ ロイ ラー農場の消毒

1 .病原菌や ウ イ ルスの侵入防止

(1 ¥イオセキュリティ )の消毒(続き)

5)食 鳥 か ご ・ 廃 鶏 かごの消毒

ブロイラー養鶏場では出荷，成鶏養鶏場では廃鶏

出しの作業は，必ず，定期的に行わなければならな

い業務である。これに使用する食鳥かご・廃鶏かご

は，基本的には集鳥業者(インテ)または廃鶏業者の

所有になっている。これらの「かごJは養鶏場から

食鳥処理場(成鶏処理場)へ，また次の養鶏場へと，

順繰りに回して使用される。さて，その時に，どこ

かの養鶏場が伝染病の病原菌やワイルスに汚染さ

れていたらどうなるか。 iかご」は鶏舎の中まで持

ち込まれ，鶏を入れて相当の時間をかけて輸送する

のだから，当然に，病原菌やウイルスに汚染される

だろう。その聞に，鶏は排糞もするから Salmonella

や Campylobacter~こも汚染される。 そうし、った理由

でかご」はヒトの履物や車両とは比較にならな

いほど病原菌・ウイルス持込みの危険度が高い器材

なのである。

その「かごJを何の対策も講じずに養鶏場に，鶏

舎内に入れてよいだろうか。何の対策も講じていな

いわけではなく，業者に消毒を依頼してあると言 う

経営者もいるだろう。しかし，それが本当に有効な

消毒なのかどうか，それを確認しているのか，どう

か，そこに問題があるのではないだろうか。履物や

着衣あるいは車両の消毒の項で，前述したように，

消毒とはすればよいものではない。

病原菌 ・ウイルスが除去され消毒の効果が発現し

てはじめて消毒をしたということができるのであ

る。繰り返しになるが， 一般的にかごj の防疫

措置については，経営者の関心の低さが気になるの

である。

(1)食 鳥 かごの汚染度

かなり以前の調査だが，静岡県下のブロイラー養

-食品 ・環境衛生研究所主宰(Ma田naoYoko田 ki)

鶏場を調査した望月康弘ら叩)の報告がある。図W

-1-8に示すが，それによると使用中(消毒前)の

かごの Salmonella汚染率は 95%.消毒後の汚染率は

57%である。この消毒は動力噴霧機で逆性石鹸消毒

液を噴霧したのであるが，この程度の除菌率しか得

られていないのである。一言で言えば，この消毒の

効果はないと言ってもよい。
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消毒:逆性石鹸，動力噴霧器散布 (望月ら)

図IV-1-8 食鳥飽のサルモネラ汚染と消毒の効果

(2)かご消毒の効果

筆者もある採卵養鶏場で，廃鶏出しの際にかごの

検査をしたことがある。その一例を表N-1一2に紹

介するが，消毒前のかごからも消毒後からも閉じよ

うに Salmonellaが検出されたのである。このときの

消毒方法は.Salmonellaには最も強力な塩素系消毒

薬を動力噴霧機で噴霧したのであるが，予め付着し

た糞便を除去することもなく，水洗もせずに，単に

消毒液を噴霧しただけであった。消毒の効果はあま

り期待できないと思いながら見ていたが，結果はこ

のようなものであった。経営者もこれでは不十分と

は自覚しているのではあるが，かごが搬入されてか

ら廃鶏出し作業が始まるまでの，極く短い時間に消

毒をしようとすると，この程度の消毒しかできない

のが現実であろう。
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食鳥かごの消毒は，食鳥処理場でも行っているが，

これもどの程度実効性があるやり方か，どうかは，

事業場によって同じではないであろうが，筆者が実

際に見たところでは，付着した糞便を動力噴霧機で

吹き飛ばす水洗(あるいは消毒液洗浄)で、終ってい

るようである。固着した糞便をブラシで除去するな

どは手間と時間の関係で実施は困難なようである。

したがって，そのようなかご消毒の効果は，おそら

く，前述の望月らの調査結果と似たようなものでは

なし、かと推測される。

発泡消毒は食鳥かごの消毒においても優れた効

果がある。筆者は食鳥かごから切り 出したテス トプ

レートを用いた実験で動力噴霧機による消毒液噴

霧よりも l桁 (10倍)除菌率が高い結果を得ている。

しかし，発泡消毒は泡が長時間持続して，鶏を入れ

る作業の際に支障になること，さらには鶏が泡で汚

れるので受け入れ側の食鳥処理場が嫌がることな

どで，実用的でないとの意見もある。

表N-1-2 廃鶏かごのサノレモネラ検査結果

検体 処理 サノレモネラ

廃鶏かごl

廃鶏かご2

廃鶏かご3

廃鶏かご4

消毒前 一

消毒前一

消毒前 +04
消毒前 +09(SE) 

廃鶏かご5 消毒前 +04

廃鶏かご6 消毒後 +03，10 

廃鶏かご7 消毒後 一

廃鶏かご8 消毒後 +03，10 

廃鶏かご9 消毒後 +08

廃鶏かご10 消毒後 +013

作業中路面 消毒中 +04，08

かご消毒・ビルコンS500倍液動力噴霧
機噴霧(横関・菊畑)

(3)か ご の浸 漬 消毒

食鳥かごにおいても，トレイと同様に浸漬消毒が

できる。これにはある程度時聞がかかるから養鶏場

での出荷時には行えない。

この場合，やはり消毒液の適時更新が問題になる。

筆者が 30年ほど以前にある食烏処理場で、行った実

験では，縦 ・横が 1m以上で深さ 1mの水槽に逆性

石鹸(パコマ) 1，000倍消毒液を満たし，食鳥かご

を l個ずつ浸潰して，ざぶざぶとゆすり引き揚げる

操作を繰り返し， 100かご終了ごとに水槽の中央部

から消毒液のサンプルを採取し，消毒液中の菌数を

調べた。さらに，採取消毒液とその 2倍，3倍， 4 

倍希釈液に，黄色ブドウ球菌と大腸菌を接種し， 10 

・分間放置後に培地に接種して，コロニーの発現を見

た。その結果，①採取消毒液からは 1，000かご消毒

後まで，まったく細菌(総菌数)が検出されなかっ

た。②採取消毒液の原液では，接種した黄色ブドウ

球菌と大腸菌は 1，000かご消毒後まで出現しなかっ

た。③採取消毒液を 4倍まで希釈して前記の細菌を

接種すると ，700かご消毒後の時点で大腸菌が培地

上に出現した。黄色ブドウ球菌は 1，000かご消毒後

まで出現しなかった。

このことから，この実験の条件では，食鳥かごを

700個消毒するまで，消毒液の更新は不要なことが

わかった。水槽をさらに大きくし，消毒液量を増や

せば，更新時期はさらに延長可能であろう。だが，

洗浄の仕方をさらに丁寧にし，ブラシ洗いを併用し

たりすれば，落ちた汚れの混入により消毒液の殺菌

力の低下は早くなると考えられる。

(4)か ご 消毒 装置

また，筆者は，ある食鳥処理場の依頼を受けて，

そこで使用している食鳥かご消毒装置の効果を実

験したこともある。図1V-1-9のような装置で，ま

ず，かごをシャワーで水洗し，次いで，消毒液槽に

入れる。消毒液の温度は蒸気の導入により任意の温 ， 
度に加減できる。また，消毒液の殺菌力の低下を補

うために，適宜，消毒薬を追加することもできる。

この装置では，糞便の汚れが完全に除去できないの

で，最後に，作業員が動力噴霧機で糞便を吹き飛ば

していたが，糞便除去は最初にするのが，消毒液の

殺菌力をより十分に発揮できるので効果的であろ

つ。
この装置で，消毒液温度を 50"C， 70

oC， 80
0Cと変

えて除菌効果を見た。結果は 50"Cと 70
0Cは大差な

かったが，80
0

Cでは除菌率が 99.99%と格段に除菌

効果が向上した。この装置では，消毒液槽内をかご

が通過する時聞が僅かに約 30秒であったが，この

時間をさらに延ばせば，50
o
Cでも 80

0

C並みの除菌率

が得られると思われる(図1V-1一10)。そうすれ

ば，消毒薬は使わずに熱湯だけで同程度の除菌効果

を得られるかもしれない。そのためには燃料費が余

計に必要になるので薬剤費の削減分と比較する必

要があろう。
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消毒前

80"C 
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wc 

図IV-1-9 かご消毒装置

I 
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かご、表面10cm3当り細菌数

30秒浸演後10分乾燥

菌数 ・対数値

逆性石鹸(パコマ200) 1000倍液

図IV-1-10

(5)食 鳥かごによる持ち込み防止一

実際的な対策

上述のように，通常行われているかご消毒の方法

は，前項のかご消毒装置や消毒液浸漬あるいは発泡

消毒をのぞけば満足な効果の上がるものではない。

さらに，養鶏場の現場では時間的制約などの他の要

因により，これらの効果的な方法も使えないことが

多いのである。したがって，養鶏場のバイオセキュ

リティの観点から見ると 「かご」は非常に危険な状

況にあるといわなければならない。

すべての食鳥処理場で，かご消毒装置により，完

全な消毒を行ってくれれば，それでよいのだが，現

実はそこまでは行かない。

では，そのような場合に，養鶏場はどうすればよ

いのか。筆者の知っている養鶏場は，自前で廃鶏か

ごを用意して，廃鶏業者に使ってもらい，用済み後

には返送してもらい，自分で、消毒を行っている。こ

れには相当の出費と労働力と時間を投入しなけれ

3.5 4 4.5 5 

(横関)

ばならないのだが，安全のため

にはこのやり方しかないと

言っている。そこまではできな

いが，何とかしたいと考える向

きには一つの方法がある。

それは，出荷あるいは廃鶏出

しの直後に，場門から鶏を出し

た鶏舎までの全経路の全面に

わたり石灰乳または石灰粉末

を散布することである。石灰乳

の方がより効果確実で推奨す

る。

これにより，車からこぼれ落

ちた病原菌やウイノレスを殺滅

できるのである。もちろん，鶏

を出した鶏舎は直ちに徹底消

毒する。この方法なら，いつで

も，どの養鶏場ででもできる。

石灰の代わりに消毒液の散

布でも悪くはないが，舗装以外

の地面や排水溝がない場合に

は，病原菌やウイノレスが完全に

死滅する前の廃液が地面に流

れ出し溜まるのであまり感心

しない。実際に表N-1-2に示

すように，かごを消毒している

最中に地面に流れ出した消毒液に濡れた路面をふ

き取った検体からSalmonellaが検出されたのである。

6)感染防御の手段としての飲水消毒

(1)飲水消毒の役割

飲水が外部から病原菌やウイノレスを持ち込むお

それがあるので，原水の消毒が重要な管理項目と

なっているが，舎内に配水された飲水を経由して伝

染性疾患とくに呼吸器病が伝播することも広く知

られている。ブロイラーでは給水器が共通なので，

とくにその危険性が大きい。鶏の飲水中の菌数を調

べた報告によると，ニップルでは総菌数で 1ml当た

り，平均約8万個，ウォーターカップでは約 400個，

樋式では約 25万個もいたという(図N-1一11)叩。

通常，飲水中の細菌は原水の塩素消毒により殺菌

できる。配管内でも塩素濃度は 1ppm程度に維持さ

れているのが普通であるが，この消毒の目的は原水

中の病原菌の殺菌にあるので，給水系末端で給水器
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を作り，感染の拡大に飲水消毒がどのように役立つ

かを調べた日高の報告*18)がある。それによると，

人為的にマイコプラズマ ・ガリセプチカムに感染さ

せた種鳥を鶏舎の給水系の水上に配置して，時間経

過を追って，同居鶏がどのように感染して行くかを

抗体検査している。表IV-1-3に示すように， 2週

目には水道水 ・飲水消毒両群とも同居の隣接鶏に感

染しているが，水道水では 5週自に隣接の区にも伝

播が及びとさらにその次の区にも伝播したが，飲水

消毒区ではその次の列には9週固までまったく伝播

しなかった。これにより，飲水

消毒で、マイコプラズマ症の伝播

拡大がかなり防げることがわ

を汚染している鶏由来の伝染病の病原菌やウイル

スに対するには効力が弱いと考えられる。そこで，

その対策としていわゆる「飲水消毒」が行われるこ

とになる。

(2)飲水消毒の効果

先の調査により，逆性石鹸(アストップ)を用いて

飲水消毒を行った場合，どの程度，飲水中の細菌数

を減少させうるか実験をしている。それによると，

総菌数 ・大腸菌群とも約1/200に減少させた叩)。

実験的にマイコプラズマ ・ガリセプチカム症の鶏

6 

5 

4
告細

菌
数

3 

n
，“
 

対
数
値

。
ニップル ウォーター
ドリンカー カップ

総菌数 大腸菌群数

逆性石鹸1000倍

水樋

(エーサeイ株)

図IV-1-11 鶏飲水中の細菌数

(東農大 川島秀雄)

逆性石鹸(パコマ)1，000傍液使用

①連続飲水消毒の場合:抗体上昇せず→「うがい効果Jあり
②当日休止の場合 ・抗体上昇せず→「うがい効果」あり
③1日前休止の場合:抗体上昇→「うがい効果Jなし
④2目前休止の場合.抗体上昇
⑤1日後再開の場合抗体上昇
⑥2日後再開の場合抗体上昇

図IV-1ー12飲水消毒の「うがい効果」の確認

かった。

飲水消毒には，飲水消毒中の

病原菌やウイノレスを殺して感染

の伝播拡大防ぐだけでなく，

ある種の「うがい効果」があ

るのではないかとも言われてい

る。これに関して， 30年ほど以

前だが，ある実験の成績がある。

これは本来，飲水消毒を実施し

ていると NDの生ワクチンが使

えないのではないかとの疑問に

答えたものであるが， 川島*37)の

実験結果は図IV-1-12に示す

ように，ヒナに飲水消毒をして

いてワクチネーションの時にも

連続して休まない，当日は休止，

l目前に休止， 2目前に休止する

と，抗体の上昇がどうなるかを

調べたものである。連続して飲

水消毒をしていて生ワクチンを

飲水投与しても駄目なのは当然

であるが，当日朝に休止しても

抗体は上がらなかった。つまり，

ワクチンのウイルスは鶏の喉

頭 ・咽頭に付着している消毒薬

により殺されたということであ

る。

もちろん給水器は飲水消毒用

とワクチン用は別のものを用い

た。ところが， 1目前に休止する
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表IV-1-3 Mg陽性鶏と同居させた非感染鶏の Mg抗体陽性羽数の推移

飲水消毒 ケージ 供試羽数 。
l 3 。 。

無処理対照区
z 3 。 。
3 5 。 。
4 6 。 。

3 。 。
逆性石鹸3000倍

2 3 。 。
3 5 。 。
4 6 。 。

逆性石鹸:アストップ

と(丸々 1日間の休止期聞があると)抗体は上昇し

た。つまり，ワクチンのウイルスは生きて侵入した

ということである。2日前に休止しでも当然に抗体

は上昇した。次は，ワクチネーションの後で，いつ

から飲水消毒を再開してよし、かということである

が， 1日後から再開すれば抗体は上昇した。つまり ，

飲水消毒の効果は 1日後には消えていたということ

である。この実験の ND生ワクチンを外から侵入す

る病原菌やウイノレスと置き換えれば，飲水消毒の

「うがい効果」として評価することができるのでは

ないか。つまり，少なくとも，飲水消毒を実施中に

は，外からの病原菌やウイルスは体内に侵入できな

いはずで、あるということである。

(3)飲水消毒の使用 薬剤

飲水消毒は一部の逆性石鹸と塩素剤など，比較的

毒性が低く，安全性に問題が無い消毒薬を用いるこ

とが多い。しかし，卵・鶏肉等への残留を防止する

ために，薬事法により厳しい実験によるデータが完

備されている消毒薬のみに許

踏み込み50倍

発泡30分

踏み込み20秒

発泡10秒

噴霧10秒

2 

s 
s 。。
事

s 。
。

週齢(感染鶏同居後)

3 4 5 6 7 8 9 

z 会事 事 ~， 事 s s 
s s .3 '3 s s 。 。 d 習も

バ?毒事即
J宅. 

に 一・
轟。 2 8 …. • ーs s s s ‘'3 s s 
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素剤(クレンテ)では 1日である。塩素は通常原水

の殺菌に用いられているが，この時の濃度は配管末

端で lppm程度しかないが，これでは配管内での細

菌増殖を防ぐ効果はあるが，病原菌やウイルスの感

染防止には不十分である。前出の塩素剤もいわゆる

飲水消毒の場合には， 600ppmと高濃度で用いてい

る。休薬との関係で，飲水消毒は産卵中の鶏には応

用ができない。しかし，重大伝染病が近辺に発生し

ているような事態なら，卵よりも感染防御が重要と

の考え方もあるかもしれない。

お詫びと訂正

弊誌 62巻 8号 p.894左段下から 3行自図N-1-7

とありますが，図が挿入されていませんでした。お

詫び申し上げますとともに以下に図N-1-7を掲載

いたします。

I I 

可されているので，逆性石鹸な

らどの製剤でも利用できるわ

けではないので注意が必要で

ある。使用前に，必ず，ラベル

や能書により飲水消毒Jの用

法・用量が明記されている製品

を使用すること。また，出荷制

限もあるので，その点にも注意

が必要である。たとえば，ある

逆性石鹸製剤(アストップ)は

飲水消毒に使用後 5 日間の出

荷が禁止されているが，ある塩

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

除菌率%

逆性石鹸(アストップ200)1000倍液

発泡消毒は100倍液
消毒後2分後に採材，
発泡30分区のみ30分後採材 (横関)

図IV-1-7 車両タイヤ消毒の効果
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