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畜産の感染症とハエの発生に対する防除 

－特に，養鶏の現状とその排出物の利用に関して－ 

 

１ 背景 

近年，豪州西部にある Perth 沿岸の砂地では，園芸作物に家禽の排出物（糞と残餌

など）が施用され，イエバエ，サシバエが発生しています．その数は，それぞれ，基

肥では 1,500,000，200,000頭/ha，追肥では 500,000，45,000頭/haと推定されています
(1)．また，芝生への表面散布も行われており，その施用からは，イエバエ，ヒメイエ

バエ，サシバエが，それぞれ，1,000,000，450,000，11,000 頭/ha が発生すると見積も

られています．さらに，この排出物からは，オオイエバエやクロバエ科，ニクバエ科

に属するハエも発生すると言います．サシバエの発生は，家畜に多大な被害を与える

ので，関連のホームページには，その実態と原因が述べられ(2)，耕種的な防除対策が

紹介されています(3)．なお，上述の芝生は，このページの家禽残餌にする記載から，

飼料として採草されると推測されます． 

また，ブラジルや米国では，それらの防除のため，昆虫の成長調整剤(4)が家畜へ経

口投されていることが，その抵抗性に関する報告から知られます．ブラジルでは，同

分類に属するシロマジンが 1984 年から家禽の飼養に利用されていますが，2001 年に

は，同国内の家禽の飼育場のイエバエで，同剤に対する IC50（50％羽化阻害濃度）が，

感受性（WHO susceptible pattern: 0.25 ppm）との比較で，11～12倍を示すコロニーが

あったことが報告されています(5)．その考察では，堆肥への散布だけで防除を行って

いるデンマークでは，同剤に対する抵抗性が見られないことから，発達の原因が，経

口投与にある可能性が示唆されています．また，米国では，ブラジルと同様の方法が

用いられ，2年間の使用で 3倍以上の抵抗性が見られたとも記述されています． 

この指摘があった米国では，室内飼育されたイエバエの系統に，1～100 μg/gのシ

ロマジンに幼虫の発育を阻害されない固体が含まれることを示す報告があります(6)．

この系統には，同剤施用の経歴はなく，この濃度は，この報告で引用された感受性系

統（MAIDM）の IC50（0.3 μg/g）との比較では，3～300倍に相当します．また，New 

Yorkの採卵用の家禽飼育施設で採集されたコロニーには，その系統の IC99（99%羽化

阻害濃度；1.4 μg/g）の 300倍（420 μg/g）でも，阻害されない固体を含むものがあ

ることが示されています．さらに，Mississippiで採取されたイエバエからは，116,5倍

の抵抗性を示すコロニーが選抜されています(7）． 

 

２ 現状 

日本では，養鶏における高病原性鳥インフルエンザの感染にオオクロバエの関与が

指摘されています(8)．本国では，イエバエやサシバエは，春から秋に多く発生します．

この感染症の流行は，それらの活動があまり見られない冬に多く，この季節でも活動
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するオオクロバエが，同疾病を伝播すると見られています(9)． 

昨年来の日本での高病原性鳥インフルエンザの発生からは，同時期に流行した韓国

の同疾病との因果関係が疑われます．すなわち，この時期に同国から飛来したマガモ

やオオクロバエが，本国での発病に関与した可能性が指摘されます．同昆虫は，福岡

市に近い海岸で，晩秋に多数の成虫が，北方の海上から飛来することが観察されてい

ます(10)． 

以下で，イエバエの薬剤抵抗性，ハエの鶏糞からの発生と感染症の伝播について，

これまでに知られた状況を記述します． 

(1) イエバエの薬剤抵抗性 

イエバエの薬剤抵抗性に関する報告は，数多くあり，その発達は，他の昆虫より顕

著とされています．この発達の経緯は，殺虫剤に対する有用性の評価に有意義です． 

これまでに開発された殺虫剤は，神経機能阻害剤と成長調整剤に大別されます(４)．

前者をさらに，有機塩素，有機リン，低毒性有機リン，ピレスロイド，カーバメート

の各剤に分類すると，日本での最初の抵抗性発達は，1950 年代に，DDT，BHC など

の有機塩素剤で明らかにされました．1960 年代には，DDVP，ダイアジノンなどの有

機リン剤，1970年代には，マラソン，スミチオンなどの低毒性有機リン剤で認められ

ました．1973年には，安全性の高い低毒性有機リン剤で，本国の各地で，規定された

方法での防除が困難な程に発達したことが報告されています(11)．なお，この報告では，

マラソンでは，全国的に抵抗性が増大し，スミチオンでは，北海道，東北では感受性，

関東以西では抵抗性の傾向が高かったと言います．ピレスロイド剤は，1977年以降に

使用されましたが，1980 年代から高度の抵抗性の発達が，養豚(12)や養鶏(13)で見られ

るようになり，地域的な拡大が心配されています．カーバメート剤では，メソミル，

ブロボクスルが挙げられます．上述した米国の報告(6) には，メソミルは毒餌に使用さ

れると記され，その試験結果では，比較された感受性系統（CS）の IC99（14 μg/g ）

の 100 倍（1,400 μg/g）に感受性を示さない固体を含むコロニーが示されています．

本国では，プロボクスルが，防疫用殺虫剤として登録されています．上記両剤に対す

る抵抗性の報告は，本国では見当たりませんが，多用される場所では，その発達が危

惧されます． 

後者は，キチン形成阻害，幼若ホルモン様，脱皮ホルモン様，その他の各剤に分類

されます(10)．ジフルベンズロンを代表とするキチン形成阻害剤は，1980年代に日本で

使用されるようになり，1990 年代に，静岡(14)や高知(15)で，高度な抵抗性の発達が見

られています．この剤に対する感受性系統（CSMA）の IC50は，0.39 ppmでしたが，

高知市三里の園芸施設で採取した個体群からは，40,000 ppmで感受性を示さないコロ

ニーが選抜されています（16）．メトプレン，ピリブロキシフェンなどの幼若ホルモン

様剤の導入と抵抗性発達の時期は，前記薬剤とほぼ同様です．これらの剤には，ピレ

スロイド剤との交差抵抗性が推認されており(13, 17)，畜産での利用は少ないようです． 
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脱皮ホルモン剤では，クロマフェノジド，テブフェノジドなどが農薬として利用され

ていますが，衛生害虫には，使用の登録がなく，その効果や抵抗性に関する知見も得

られていません．その他の剤には，シロマジンがあります．この作用は，皮膚の硬化

に見られ，その機構は，代謝や生理の撹乱ともされています．詳細は不明ですが，キ

チン合成やホルモン様の阻害とは異なるため，その他に分類されています．本国で同

剤は，1990年代に動物用医薬品および農薬として登録されました．以降，抵抗性の発

達は報告されておらず，現状でも有用性が認められます．前者としての使用には，当

初から家畜への噴霧が禁止され，飼料に混入しないよう注意されていましたが，2010

年には，鶏への経口投与が承認されています．後者は，ハモグリバエ類の防除に利用

されますが，衛生害虫には使用できません． 

このように，イエバエの薬剤に対する抵抗性は，成長調整剤の一部を除いては，ど

の分類にも見られ，有効な薬剤はそれぞれの分類の中には，稀しか見られないのが現

状です． 

(2) 鶏糞から発生するハエ 

衛生上重要な上述のイエバエ，サシバエ，オオクロバエは，共通して鶏の堆肥で幼

虫が発育することが認められています(18)．イエバエでは，鶏の糞の水分率を 66％にす

ると，乾燥の程度に関わらず幼虫の発育が容易になり，その 7～8割程度が羽化するこ

とが示されています(19)． 

ハエの幼虫は，アミノ酸やペプチドなどタンパク質の分解物を栄養とし，それらが

溶解した水を吸汁して発育します．イエバエの幼虫は，含水率 50％以上（20），ペプト

ン（牛乳ペプチド）水溶液 12.5%（有機態窒素：約 2％）以上で，良好な発育をしま

す(21)．サシバエやオオクロバエも，鶏糞がこの様な条件を満した時に発生すると推測

されます．上述した豪州の報告(2, 3)には，サシバエの幼虫は，家禽の糞だけでは稀にし

か発育しない旨の記載がありましたが，これは，栄養ではなく，水分の含有率が低い

ことに起因すると考えられます．一方，馬と牛の糞尿で，孵化して蛹にまで発育した

イエバエの幼虫は，前者では皆無，後者では，1 割に満たなかったという報告があり

ます．その原因は，それらの糞尿では発育に必要な栄養が不足すること，と考察され

ています（22）．これらの推測は，家畜の糞尿と残餌における有機質の栄養価と含有率，

それらが混在して処理または利用される実態を調査することで実証されると考えます． 

(3) ハエによる感染症の伝播 

ハエの栄養摂取は，成虫では，舐食または吸血によって行なわれます．上述したハ

エの成虫は，イエバエやオオクロバエが舐食，サシバエが吸血に適した形状の口器を

有します（9）．故に，前者は腐食性で，後者は吸血性です．また，後者は，雌雄とも宿

主を吸血し，その行動だけで，栄養を摂取するとされます．したがって，ハエが人畜

の感染症を伝播する場合は，食料や体液の舐食や体表からの吸血が原因と考えられま

す．イエバエやオオクロバエは，病原菌を虫体に付着させて機械的に伝播する carrier
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（運搬者）とされていますが（9），O157による腸官出血性大腸菌感染症(23) や高病原性

鳥インフルエンザ(7) では，それらの体内や排出物から病原菌が検出され，病原菌を体

内で発育または増殖させて伝播する vector（媒介者）の可能性も示唆されています．

この指摘は，腸管出血性大腸菌感染症では，イエバエがヒト由来と見られる O157 を

保菌していたこと(24)，高病原性鳥インフルエンザでは，クロバエのそ嚢および腸管か

らその病原ウイルスが分離されたこと(7) によっても支持されます．また，サシバエを

含む吸血昆虫が，感染症の vectorになることは周知のとおりです． 

イエバエの飛翔距離は，通常は発生源から１～3 kmの範囲に限られますが，大発生

した場合は，集団で 5～6 kmの距離を飛び，32 kmでも確認された例があると言いま

す(25）．この様な移動は，発生密度に依存すると考えられ，日本では，「夢の島のハエ

騒動」と言われる例がよく知られています(26)．夢の島は，東京の廃棄物処理用地です

が，この騒動は，1965年 6月，この島で大発生したイエバエが，集団で海を越えて 2 km

程離れた対岸の江東区に飛来して起こしたものです． 

一方，オオクロバエは，陸地から 400 km 以上も離れた東シナ海洋上の気象観測船

で捕獲された記録もあり，大陸から飛翔して来ることも示唆されています（25）．上述

の韓国からの飛来は，一見は季節性ですが，数日間に集中していたことから(9)，発生

密度が影響する可能性も考えられます． 

他方，サシバエは，血液を求めて１～3 km飛翔すると言われています(27)．昨年の

宮崎での口蹄疫の発生後，イエバエやサシバエが異常発生しているという記載が，イ

ンターネット上で多く見られました．この種のハエが同疾病を伝播したとすれば，た

とえば薬剤抵抗性の発達など，偶発性の高い何らかの理由で，密度依存的移動があっ

たのではないかと推測されます．また，同種が多発した時に吸血していた家畜が処分

されれば，その成虫は栄養の摂取ができなくなり，他の宿主を求め，普段の飛翔範囲

を超えて移動した可能性も指摘されます．さらに，ピロスロイドなど忌避性を有する

殺虫剤(28)の散布が，感染に関与する昆虫の拡散を促進させた可能性も懸念されます． 

以上から，イエバエ，サシバエ，オオクロバエには，感染症の流行時に異常発生し

て分布を拡大し，同疾病を蔓延させる危険性があることが示唆されます．よって，家

畜の感染症にハエが関与することを考慮し，発病後の対策が見直される必要が指摘さ

れます． 

 

３ 今後のハエ対策 

昨年末以降に韓国では，高病原性鳥インフルエンザと口蹄疫が併発しています．鳥

類が後者の疾病に不顕性で，すでに渡り鳥やハエによって養鶏に感染しているとすれ

ば，同疾病は，今季はオオクロバエ，春から秋にイエバエやサシバエによって，本国

で再発することが危惧されます．よって，今後は，発病後の防除の見直しと共に，鶏

舎での養鶏糞の処理と畜舎近くでの鶏糞堆肥の施用に，ハエが発生しないよう対策が
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講じられる必要があります． 

 鶏舎でのハエの発生は，乾燥した飼料と水を別々に給与し，残餌を糞と一緒に処理

しないことで，未然に防げると思います．その際，餌が水を含まないように与えるこ

と，糞を発酵させることが重要となります．残餌が水を含み，糞と一緒に処理される

場合には，発酵させ堆肥化する必要が生じます．その処理で，ハエが発生する場合，

薬剤散布が必要となりますが，その際，同一薬剤の頻繁な施用は極力避けることが重

要です．その様な施用が抵抗性の発達を助長する可能性は，これまでの経緯が明確に

示唆しています． 

今のところ，他の分類の薬剤との交差抵抗性の見られないシロマジンにも，その懸

念はあります．1998 年に高知市の畜産と園芸で採集されたイエバエに対する同剤の

IC50は，それぞれ 0.47，0.68ppmで(21)，WHOが示す感受性の同濃度（0.25 ppm）(5)と

比較しても，著しい相違は見られず，抵抗性は認められませんでした．しかし，同剤

は，この調査の後に畜産や園芸で普及しており，それ以降の発達が心配されます．ま

た，昨年承認された同剤の経口投与での施用濃度は，5 ppmとされ，この濃度では，

若干の劣化や抵抗性の発達で，ハエが発生する可能性があります．海外の状況からも，

この方法での同剤の使用は，慎重であるべきと考えます．ハエの幼虫は人畜に内寄生

することがあります．これを，myiasisと言います．前記の施用方法は，その対処には

有効と考えられますが，家畜糞尿への利用には，上述の懸念が持たれます． 

 一方で，養鶏から排出される糞や残餌を，発酵させないで処分する場合，作物へ直

接に施用することは避けるべきです．これらの糞や残餌は，乾燥していても，潅水な

どで適度の水分を含むと，ハエの発生源となる可能性が高くあります．これらの排出

物は，適切な施設で堆肥化，燃料化または焼却されることが望まれます． 

 他方で，畜舎近辺で鶏糞堆肥が施用される場合，その堆肥がハエの発生源とならな

いことが重要となります．そのため，使用される資材には，発生可否の検討が必要と

され，その可能性があれば，製造方法の改善が求められます． 

鶏糞堆肥は，発酵の初期で温度と pH が上昇します．その温度が全体的に上がり，

平温まで下がれば，pH も中性域にまで低下します(29)．この状態にまで発酵した堆肥

では，ハエの発生は見られなくなりますが(21)，不均一な発酵では，その過程でも発生

し(27)，施肥後にも，その可能性を残します(20)．堆肥の発酵が，ハエを発生させなくす

る理由については，議論の余地があります．この検討は，望まれる堆肥の安定生産に

資すると見られ，今後の改善にも重要です．また，鶏糞に限らず，菜種油粕，魚粉な

どハエの発生源となる有機質の施用にも，同様の改善が望まれます(21)． 

この対策の推進には，畜産，耕種，園芸に携わる農家，それらの農業が営まれる地

域の住民，農業資材の取り扱い業者の理解と関係する指導機関の連携が不可欠とされ

ます．
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