
ワクモはダニ目ワクモ科ワクモ属に分類される

寄生虫である。昼間は物陰に潜んでいるが、夜間

に鶏に寄生し吸血する。これまで主に薬剤による

対策がなされていたが、近年薬剤耐性を持つワク

モが出現しており、対策に苦慮している農場も多

い 1）。

最近になり、薬剤を使用しないワクモの駆除法

として栃木県の福田らが段ボールを用いる方法

（段ボール法）を考案した 2）3）。今回、ワクモが

大量に発生した都内一養鶏場において、薬剤と段

ボール法を用いて対策を行ったので、その概要を

報告する。

農場概要と経緯

当該農場は開放ケージ鶏舎 5棟で採卵鶏を約

5,000 羽飼養している。集卵のみ近隣の社会福祉

施設職員が行っているが、それ以外の作業は飼養

者がほぼ一人で行っている。ワクモが農場に侵入

したのは 2008 年頃であり、薬剤を用いた対策を

行ってきたが、撲滅には至らなかった。前年まで

冬期に一度薬剤を散布することでワクモの発生が

抑えられていたものの、昨冬の雪害の影響で冬期

の薬剤散布を行うことができなかったため、ワク

モが大量発生した。鶏に産卵率の低下や死亡率の

上昇などは見られなかったものの、飼養者や従業

員に不快感があることから、ワクモ対策を行うこ

ととした。

実施方法

現在、ワクモの主な駆除法として表１に示した

ような方法が挙げられる。今回は飼養者と協議し、

飼養者の手間なども考慮して、薬剤と段ボールを

併用して対策を行うこととした。

(1) 薬剤感受性試験

飼養者からの聞き取りで薬剤の効果が低下して

いるとの回答を得たため、当該農場で採取したワ

クモを用いて薬剤感受性試験を行った。薬剤感受

性試験は村野 4）の方法に従い、バリゾン、ETB、

ネグホンの 3種類の薬剤を対象として行った。

(2) 段ボールを用いたワクモ駆除（段ボール法）

薬剤を散布している鶏舎でも段ボール法の効果

があるのかを検証するため、鶏の日齢の近い 2つ
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2鶏舎を選定し、薬剤と段ボールを用いて対策した実験区と薬剤のみで対策した対照区を設定、ヘマト

クリット（Ht）値とワクモ捕獲量を比較した。Ht 値は鶏舎及び鶏種間での差はなかったが、ワクモ捕

獲量は実験区で低い傾向が見られ、薬剤と段ボールを併用することで効果的にワクモ対策を行うことが

可能と思われた。また、段ボールの形状によるワクモ捕獲量に一定の傾向はなく、ワクモの捕獲量は鶏

舎内のワクモの分布に大きく依存することが示唆された。鶏舎構造等を考慮し、ワクモの生息数が多い

と思われる場所に段ボールを設置することが重要と思われる。飼養者は今回対策した２鶏舎でワクモの

減少を実感し、対策をしなかった鶏舎に自主的に段ボールを設置していた。このことから、段ボールを

用いたワクモ対策は、労働力が少ない都内養鶏場でも取り組みやすいと思われる。

－ 8 －
平成26年度東京都家畜保健衛生業績発表会集録（2016）



の鶏舎を選定し、段ボール法を行う実験区と行わ

ない対照区を設定した。実験区には横長の様々な

大きさの段ボールを偏りがないように設置した。

また、鶏舎内のワクモ生息数を推定するため、15

㎝四方の段ボールを両鶏舎の中央付近に 4つずつ

設置した。設置した段ボールは週に 1度農場を訪

問して、新しい段ボールと交換した。回収した段

ボールは１つずつチャック付ビニール袋に入れ、

－ 20℃の冷凍室で殺虫した後、捕獲されたワク

モの重量を測定した。なお、薬剤については、実

験区、対照区の両方で概ね 1週間間隔で散布した。

(3) ヘマトクリット（Ht）値の測定

ワクモの吸血等による鶏の貧血の程度を調べる

ため、2週間に 1度実験区と対照区の白色鶏と赤

色鶏を 1 群 10 羽ずつ計 4 群 40 羽を採血し、Ht

値を測定した。

(4) 鶏舎内温度の測定

鶏舎内の温度とワクモの生息数に関連があるか

どうか調査するため、7月 23 日から対策終了ま

での期間、両鶏舎の入口付近に 3時間毎にデータ

を収集する温度計（サーモクロン）を設置した。

(5) 統計処理

ワクモの捕獲重量と Ht値については t検定を

用いて、検定を行った。

結　　果

(1) 薬剤感受性試験

薬剤感受性試験の結果を表２に示す。農場での

使用歴があったバリゾンとETBについては殺ダニ

効果が低下しており、ネグホンのみ死亡率が 80%

で高い効果を有していた。

(2) 段ボール法

ワクモの生息数を推定するために設置した 15

㎝四方の段ボールで捕獲されたワクモの重量を図

１に示す。段ボールで捕獲したワクモの数は 1g

につき7,000匹と言われており、対策前は実験区、

対照区ともに 42,000 匹を超えていたが、対策後

には対照区で約 26,000 匹、実験区では約 3,000

匹までワクモが減少した。

実験区に設置した段ボールの形状とワクモの捕

獲量との間に一定の傾向は見られなかった。

(3)Ht 値測定

鶏舎及び鶏種別の Ht値を図２に示す。実験区

と対照区から羽毛の色が白系の鶏種と赤系の鶏種

をそれぞれ 1群ずつ選び、1群 10 羽ずつ計 4群

40 羽を 2週間おきに採血した。対策前後の Ht値

にはほとんど差がなく、正常値の範囲内であった。

また、鶏舎及び鶏種による差も認められなかった。
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表２　薬剤感受性試験表１　ワクモの駆除法

図１　捕獲されたワクモ重量



(4) 鶏舎内温度

実験区及び対照区の鶏舎内の気温を図３に示

す。7月から 8月中旬にかけては最高気温 35℃、

最低気温 25℃程度であった。8月下旬以降は気温

が下がり始め、最高気温は 30℃程度、最低気温

は 15℃から 20℃程度であった。

考　　察

薬剤感受性試験の結果では、カーバメイト系の

バリゾンとピレスロイド系のETBで殺虫効果の低

下が認められ、多剤耐性ワクモが都内でも発生し

ていることが明らかとなった。データには示して

いないが、他農場で実施した薬剤感受性試験の結

果では、ETB の効果が高い例などもあった。その

ため、薬剤を使用した対策の前には薬剤感受性試

験を実施し、効果的な薬剤を選択することが望ま

しい。また、ワクモが新たに薬剤感受性を獲得し

ないよう、2系統以上の薬剤をローテーションし

ながら使用することや、ワクモの生活環を考慮し

て 1週間おきに薬剤を散布する等薬剤の使用方法

についても指導する必要がある。加えて、多剤耐

性ワクモが発生している農場でも薬剤のローテー

ションができるよう新たな薬剤の開発が望まれ

る。

鶏舎内のワクモ生息数は実験区、対照区共に対

策前より減少した。しかし、薬剤のみの対照区に

比べ、段ボール法を併用した実験区で、ワクモ生

息数が減少したことから、薬剤散布と段ボール法

を併用することで、より効率的なワクモ駆除が可

能と思われる。ただし、鶏舎内の気温が一日を通

してワクモの増殖に適した 25～ 37℃の範囲にあ

る場合には、薬剤散布と段ボール法を併用しても

ワクモの増殖を抑えきれない場合もあり、段ボー

ルの設置期間や設置数について更なる検討が必要

と思われる。一方で、鶏舎内の気温が 25℃を下

回る場合には、段ボール法のみでもワクモの増殖

を抑えられることが示唆された。薬剤散布の代わ

りに段ボール法を行うことで、薬品費の削減や多

剤耐性ワクモの抑制につながる可能性がある。

また、福田らの報告 3）では同じ面積の段ボー

ルを使用する場合、厚みのある段ボールを使用し、

幅を短く長さを長く裁断するとより効率的にワク

モを回収できるとされている。しかし、今回、様々

な大きさの段ボールを用いてワクモの捕獲量を比

較したところ、厚みや幅、長さの違いによる一定

の傾向は見られなかった。一方で、ワクモの捕獲

量が多かった段ボールは鶏舎の一部に集中してい

た。これは、鶏舎構造などによって鶏舎内のワク

モの分布に偏りがあるためと思われ、ワクモの生

息数が多い場所に重点的に段ボールを設置するこ

とで、より効率的にワクモが駆除できると思われ

る。

Ht 値については対策前後で差は見られず、正

常範囲内であった。以前、都内養鶏農家のワクモ

被害状況を調査した結果 5）でも、貧血が疑われ

るような事例や産卵率低下、死亡率増加等が認め
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られた事例はなく、その後の発生事例もないこと

から、都内では鶏に被害が出るほどのワクモの重

度寄生は発生していないと思われる。前述の都内

養鶏農家を対象にした調査では、ワクモの発生度

合いが高い農家ほどワクモ対策を行っている割合

が高いことが示されている。従って、都内養鶏農

家はワクモが発生するとすぐに薬剤散布などの対

策を行うため、鶏に被害が出るほどワクモが増加

しないものと思われる。しかし、ポックスウイル

スを保有するワクモの寄生による鶏痘の発生事例

が報告 6）7）されているほか、多剤耐性ワクモによ

り対策が困難になることで、ワクモの重度寄生が

起こる可能性も考えられ、今後ワクモの寄生によ

り鶏に被害が出る影響は否定できない。農家への

注意喚起と適切な指導を行っていく必要がある。

また、今回対策を行った農場の飼養者は、段ボー

ル法で対策した鶏舎でワクモの減少を実感し、対

策を行わなかった鶏舎に自主的に段ボールを設置

して対策を行っていた。当該養鶏場はほぼ全ての

作業を飼養者が一人で行っている農場であり、段

ボール法は労働力が少ない養鶏場においても取り

組みやすい対策と思われる。

今後は、薬剤や段ボール法を組み合わせたワク

モ対策を行うことで、都内養鶏場でのワクモの被

害を抑制する。
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