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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コウカアブの産卵場にコウカアブ成虫を投入する段階と;
　上記コウカアブの産卵場におがくずを含む誘導培地及び上記誘導培地上に上記コウカア
ブ成虫が産卵するための複数の産卵溝が形成されている産卵誘導装置を投入する段階と;
　相対湿度が０～４０％であるおがくずを含む飼育培地に、コウカアブのさなぎを生息さ
せる段階と、
　を含むコウカアブの生産方法。
【請求項２】
　上記産卵場は、外部生物の侵入を防止するように、８０～１００メッシュである産卵網
を含む請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項３】
　上記産卵誘導装置は、フラワーフォームや木材で形成されることを特徴とする請求項１
に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項４】
　上記産卵溝は、上記産卵誘導装置の一面または両面に形成されることを特徴とする請求
項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項５】
　上記産卵溝の開放面は、円、楕円、多角形のいずれかの形状であることを特徴とする請
求項１に記載のコウカアブの生産方法。
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【請求項６】
　上記産卵溝の開放面の直径は、３～５mmであることを特徴とする請求項１に記載のコウ
カアブの生産方法。
【請求項７】
　上記産卵溝の深さは、７～１０mmであることを特徴とする請求項１に記載のコウカアブ
の生産方法。
【請求項８】
　上記産卵場に投入されるコウカアブ成虫の投入密度は、８３～１２５(頭／m3)であるこ
とを特徴とする請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項９】
　上記産卵誘導装置の投入段階は、上記コウカアブ成虫の投入段階を実行してから、３日
後に行うことを特徴とする請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１０】
　上記誘導培地は、有機性廃棄物対比のおがくずやもみ殻の比率を３:１で混合したこと
を特徴とする請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１１】
　上記誘導培地は、有機性廃棄物：子牛の飼料：おがくず=２:１:１であることを特徴と
する請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１２】
　上記産卵場は、内部で発生する悪臭を除去するための消臭部を更に含む請求項１に記載
のコウカアブの生産方法。
【請求項１３】
　温度は２４～３０℃であり、さなぎの密度は、５,０００～１０,０００(頭/２４０cm2)
であり、上記飼育培地は、有機性廃棄物対比のおがくずの比率が３:１であることを特徴
とする請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１４】
　上記有機性廃棄物は、破砕して混合されることを特徴とする請求項１０及び請求項１３
のいずれか一項に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１５】
　上記コウカアブ成虫の投入段階の後、
　上記産卵場に、１日に２～３回、水をスプレーして水分を供給する段階を含む請求項１
に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１６】
　上記産卵場は、屋内に位置し、上記産卵場は、温度を２４～３４℃に維持するためにエ
アコンを更に含むことを特徴とする請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１７】
　上記飼育培地から排出される悪臭を消臭部が削除する段階を更に含む請求項１に記載の
コウカアブの生産方法。
【請求項１８】
　上記飼育培地の長日条件を１４Ｌ：１０Ｄに維持するために、上記産卵場または上記飼
育培地は、照明を含むビニールハウスや透明な天井の建物内に位置することを特徴とする
請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項１９】
　上記コウカアブの産卵場に投入される産卵誘導装置の個数は、８台であることを特徴と
する請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【請求項２０】
　上記飼育培地は、エアコンによって温度が２４～３０℃に維持されることを特徴とする
請求項１に記載のコウカアブの生産方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、コウカアブ(soldier　fly)の生産方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、家庭、レストランなどから排出される生ゴミ、産業現場で発生する有機性廃棄物
、畜舎で発生する畜糞や人糞などのような有機性廃棄物は、処理されず排出される場合、
土壌や河川などに深刻な環境問題を引き起こせる。
【０００３】
　従来の方法によれば、特定の処理過程を経て有機性廃棄物を家畜の飼料や堆肥としてリ
サイクルする方法、一定の地域に埋め立てたり、海洋投棄する方法が主に使用された。こ
の場合、処理装置の設置費用と維持費用の面で経済性が低いという問題がある。また、排
出物をそのまま飼料として使用する場合は、コレラ発生などの副作用が大きく、堆肥化の
場合も再発熱及び肥効性の不均衡という問題がある。
【０００４】
　また、現在、上記のような問題点を解決するために、ミミズ、イエバエ幼虫のような生
物を利用して、有機性廃棄物処理システムが開発された。この場合、排出された糞便土は
、肥効性が卓越して、農耕地、園芸、果樹園などの耕作に効果よく利用可能であり、植物
の成長と生産物の収穫量を増加させる役割を果たすと知られていた。
【０００５】
　この中で、コウカアブは、卵から成虫まで成長する期間は、３７～４１日であり、分解
者の役割を果たす幼虫の期間は、１４日程度である。コウカアブ幼虫は、有機性廃棄物を
分解できる期間(約１４日)が過ぎると、さなぎになるために乾燥している場所を探しに外
に徐々に出てくる習性がある。生ゴミ１０kgにコウカアブ幼虫５０００匹を投入すると、
５日ぶりに、生ゴミの８０％以上が分解され、分解された生ゴミは、幼虫投入前に比べて
、体積は、約４２％、重量は、約７０％程度に減った。コウカアブ幼虫は、有機性廃棄物
を分解できる期間がミミズやイエバエよりも長いので、コウカアブを飼育して活用するこ
とがさらなる効果的である。
【０００６】
　したがって、これらの有用な効果を持つコウカアブ幼虫を大量に増殖する装置へのニー
ズが高まっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、有機性廃資源を親環境的に分解するために、大量にコウカアブを増殖
するための装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一様態によれば、コウカアブの産卵場にコウカアブ成虫を投入する段階と、コ
ウカアブの産卵場におがくずを含む誘導培地及び誘導培地上にコウカアブ成虫が産卵する
ための複数の産卵溝が形成されている産卵誘導装置を投入する段階と、を含むコウカアブ
の生産方法が提供される。
【０００９】
　ここで、産卵場は、外部生物の侵入を防止するように、８０～１００メッシュである産
卵網を含むことができ、産卵誘導装置は、フラワーフォームや木材で形成することができ
る。
【００１０】
　また、産卵溝は、産卵誘導装置の一面または両面に形成することができ、産卵溝の開放
面は、円、楕円、多角形のいずれかの形状であり、産卵溝の開放面の直径は、３～５mmに
なりえる。
【００１１】
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　ここで、産卵溝の深さは、７～１０mmが望ましく、産卵場に投入されるコウカアブ成虫
の投入密度は、８３～１２５(頭／m3)が望ましい。
【００１２】
　また、産卵誘導装置の投入段階は、コウカアブ成虫の投入段階を実行してから、３日後
に行うことができ、誘導培地は、有機性廃棄物対比のおがくずやもみ殻の比率を３:１で
混合することができる。また、誘導培地は、生ごみ：子牛の飼料：おがくず＝２:１:１の
割合で形成することができる。
【００１３】
　また、本実施例は、相対湿度が０～４０％であるおがくずを含む飼育培地にコウカアブ
のさなぎを生息させる段階を含むことができ、温度は、２７±３℃であり、さなぎの密度
は、５,０００～１０,０００(頭／２４０cm2)であり、飼育培地は、有機性廃棄物対比の
おがくずの比率が３:１が望ましい。
【００１４】
　ここで、有機性廃棄物は、破砕して混在することができ、また、本実施例は、コウカア
ブ成虫の投入段階の後、産卵場に１日に２～３回、水をスプレーして水分を供給する段階
を含むことができる。
【００１５】
　前記の産卵場は、屋内に位置し、産卵場は、温度を２９±５℃に維持するためにエアコ
ンを更に含むことができ、内部で発生する悪臭を除去するための消臭部を更に含むことが
できる。
【００１６】
　また、飼育培地の長日条件を１４Ｌ：１０Ｄに維持するために、産卵場や飼育培地は、
照明を含むビニールハウスや透明な天井の建物内に位置することができる。
【００１７】
　また、コウカアブの産卵場に投入される産卵誘導装置の個数は、８台が望ましく、飼育
培地は、エアコンによって温度が２７±３℃に維持されることが望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係るコウカアブの生産方法は、有機性廃資源を親環境的に分解するために、大
量にコウカアブを増殖するのに効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例に係るコウカアブの生産時に使用される産卵誘導装置の斜視図で
ある。
【図２】本発明の実施例に係るコウカアブの生産時に使用される産卵誘導装置の平面図で
ある。
【図３】本発明の実施例に係るコウカアブの生産時に使用される産卵誘導装置の正面図で
ある。
【図４】本発明の実施例に係るコウカアブの生産時に使用される産卵誘導装置の産卵溝を
形成する機構の斜視図である。
【図５】本発明の実施例に係るコウカアブの生産方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明は、様々な変更を加えることができ、複数の実施形態を有することができるとこ
ろ、特定の実施形態を図面に例示して、詳細に説明しようとする。しかしながら、これは
、本発明を特定の実施形態に対して限定しようとするものではなく、本発明の思想及び技
術範囲に含まれる全ての変更、均等物ないし代替物を含むことであると理解されるべきで
ある。
【００２１】
　本明細書で使用した用語は、単に特定の実施形態を説明するために使用されたものであ
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り、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は、文脈上明白に異なる意味で
ない限り、複数の表現を含む。本明細書において、“含む”又は“持つ”などの用語は、
明細書上に記載されている特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品又はこれらを組み合
わせたものが存在することを指定しようとすることであり、一つ又はその以上の他の特徴
や数字、段階、動作、構成要素、部品又はこれらを組み合わせたものの存在又は付加可能
性を予め排除するものではないと理解されるべきである。
【００２２】
　また、添付の図面を参照して説明するにあたって、図面符号に関係なく、同じ構成要素
は同じ参照符号を付し、これに対する重複する説明は省略することにする。本発明を説明
するにあたって、関連する公知技術に対する具体的な説明が本発明の要旨を不要に曖昧に
すると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、本実施例は、デバイスの構成
及び方法の各段階を記述するにあたり、本発明の構想時に行った実験条件を参照して説明
する。
【００２３】
　図１～図３は、それぞれ、本発明の実施例に係るコウカアブの生産時に使用される産卵
誘導装置の斜視図、平面図及び正面図である。本発明は、上述のように、家庭、食堂など
から排出される生ゴミ、産業現場で発生する有機性廃棄物、畜舎で発生する畜糞や人糞な
どのような有機性廃棄物を分解するコウカアブに適用可能であるが、説明の便宜上、有機
性廃棄物が生ごみである場合を中心として説明する。
【００２４】
　産卵誘導装置１００は、所定の形状、例えば、一方向に延長された直方体形状であるこ
とが望ましい。産卵誘導装置１００が備えられた産卵場は、外部生物の侵入を防止するよ
うに、８０～１００メッシュである産卵網が備えられることが望ましい。産卵誘導装置１
００は、フラワーフォームや木材で形成することが望ましい。
【００２５】
　また、産卵誘導装置１００の一面以上には、所定の深さを持つ産卵溝１１０が形成され
る。産卵溝１１０の開放面、つまり、外部に開放された面は、円、楕円、多角形(三角形
、四角形など)のいずれかの形態であってもよい。また、産卵溝１１０の開放面の直径は
、３～５mmが望ましく、産卵溝１１０の深さは、７～１０mmが望ましい。
成虫の投入密度は、８３～１２５(頭／m3)が望ましい。
【００２６】
　産卵溝１１０は、図４に示された産卵溝１１０の形成機構によって形成できる。つまり
、産卵溝１１０の形成機構は、本体部４１０と、突出部４１５と、取っ手４２０とを含み
、ユーザーは、取っ手４２０を掴み、突出部４１５を産卵誘導装置１００に押圧して、産
卵溝１１０を形成することができる。
【００２７】
　この場合、産卵場に投入されるコウカアブ成虫の投入密度は、８３～１２５(頭／m3)が
望ましい。成虫が細かすぎて投入されるか、粗すぎて投入される場合は、効率的な産卵が
行われ難いこともある。また、産卵場にコウカアブ成虫が投入されてから３日後に、産卵
誘導装置１００が投入されることもある。
【００２８】
　ここで、産卵誘導装置１００は、生ごみ対比のおがくずやもみ殻の比率を３:１に混合
した誘導培地上に置かれることができる。
【００２９】
　その後、相対湿度が０～４０％であるおがくずを含む誘導培地にコウカアブのさなぎを
生息させることで、コウカアブを蛹化させたり、羽化させることができる。ここで、蛹化
や羽化の環境を説明すれば、温度は、２７±３℃であり、幼虫またはさなぎの密度は、５
,０００～１０,０００(頭/２４０cm2)であり、誘導培地は、生ゴミ対比のおがくずの比率
が、３:１が望ましい。
【００３０】
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　産卵誘導装置１００は、高さ５０mm、幅４０mm、産卵溝１１０間の間隔を１５mmに形成
することができ、産卵場に８台の産卵誘導装置１００が投入されることができる。ここで
、産卵場は、４０００*２０００*２０００mm(W*D*H)が望ましい。
【００３１】
　コウカアブ(ＢＳＦ)幼虫の生ゴミの処理期間は、約１５日であり、幼虫の投入後、生ゴ
ミの分解にかかる日数は、３～５日(８０％分解可能)、幼虫によって処理された生ゴミの
体積は、約４２％、重量は、７０％程度に減少する。また、幼虫１匹あたりの生ゴミの処
理能力は、２～３gであり、成虫１匹あたりに１,０００個の卵を生産する。
【００３２】
　コウカアブの主な生息地は、畜舎の周りの堆肥場、生ゴミ捨て場、一般ゴミ捨て場など
の有機性廃資源の集荷場である。コウカアブの飼育のための採集方法には、直接採集と誘
導トラップの設置採集とがある。直接採集は、コウカアブ類の主な生息地での直接採集で
あり、誘導トラップの設置採集は、米ぬか粕、油粕、子牛の飼料を用いた採集である。
【００３３】
　コウカアブ(ＢＳＦ)の生活史を考察してみると、２７℃で、卵(４～５日)、幼虫(１４
日)、さなぎ(１４日)、成虫(５－８日)であって、約３７日から４１日間生存する。また
、コウカアブ(ＢＳＦ)の生ごみの分解能を調べると、幼虫の投入後、生ゴミの分解にかか
る日数は、３～５日である。
【００３４】
　経過日数別の生ゴミの重量と体積の変化を考察してみると、重量は、コウカアブ幼虫の
投入後、２日経過後に８０％、５日経過後に７０％に減少しており、体積は、２日経過後
に６０％、５日経過後に４０％に減少した。
【００３５】
　本実施例に係る産卵網の大きさは、(大きさ１)１.２*１.２*１.２(W*D*H)m、(大きさ２
)４.０*２.０*２.０mであり、産卵網メッシュは、２００メッシュ/inchであって、ショウ
ジョウバエなどの小型種の害虫の侵入を防ぐことができる。コウカアブ(ＢＳＦ)の産卵誘
導のためには、産卵網の規模が、大きさ２以上が好ましく、大きさ１以下では産卵しなか
った。また、成虫の水分供給のために、底に砂糖水(５％)を入れておいた。
【００３６】
　本発明の実施例に係る産卵培地上に置かれたフラワーフォームや木材に穴を開けて産卵
誘導装置を設ける。産卵培地が満たされる産卵箱は、大きさが６０*４０*１５(W*D*H)cm
であり、平均産卵量は、７３７±２４３個/成虫１頭である。培地の造成は、生ゴミにし
て、害虫、カビなどの発生を防ぐために、必ず培地を増資して、消毒後に使用しなければ
ならない。
【００３７】
　コウカアブが成虫に羽化した後、経過日数別の産卵の卵塊数を考察してみると(成虫５
００頭(雌：雄＝２:３)を調査、保護温度２９±５℃)、産卵の開始は、羽化後７日目から
であり、最盛期は、９～１０日目であった。孵化にかかる日数は５.２±１.５日、孵化率
は、１００±０.１％である。
【００３８】
　また、コウカアブの羽化後、成虫の生存日数を考察してみると、成虫の寿命は、１５.
１±６.０日(成虫５００頭、保護温度２９±５℃)である。
【００３９】
　また、コウカアブ幼虫の飼育時に、飼育培地として生ごみだけを使用する場合(Ａ)、生
ごみ対比のおがくずの比率を４:１で混合した場合(Ｂ)(飼育温度及び光条件は２７±３℃
、１４Ｌ：８Ｄ)に分けて飼育培地別の幼虫の形質を考察してみると、次の通りである。
ここで、さなぎの発生時期には、飼育箱を網で包んで、箱の外に出てくるさなぎを回収す
ることができる。表１は、飼育培地別の幼虫の形質を表す。
【００４０】
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【表１】

　また、コウカアブの屋外飼育場は、大きさが４*２m程度に造成され、鳥類の被害を防ぐ
ために、網目を設ける必要がある。
【００４１】
　コウカアブのさなぎは、所定の形状や材質を有するボックス、例えば、プラスチック製
の箱に保管することができる。透明な箱の中におがくず(湿度７０％内外)を入れて、その
中にさなぎを保護することができる。
【００４２】
　羽化した成虫は、産卵場に放射し、さなぎの期間は、蛹化後１５日ごろから羽化して、
２０日前後に更に羽化し、羽化率は、８８.４±３.２％(さなぎ５００頭、３回繰り返し
、保護温度２７±３℃)である。
【００４３】
　コウカアブ(ＢＳＦ)は、１９９０年代初めに国内に流入され、屋外トイレ、家畜の糞、
生ごみ、堆肥などの有機性廃棄物から発生し、全国的に分布しており、幼虫は、有機性廃
棄物である動物の死体、畜糞、植物残渣、生ゴミなどを餌にし、成虫は、ヒナギク、にん
じんの花、草の葉などで休息を取ることもあるが、一般に家屋内に侵入せず、産卵先の餌
にも直接接触することがない。
【００４４】
　コウカアブは、成虫の口器が特異であり、家畜や人間を噛むことがなく、病気を媒介し
なく、コウカアブ生息地でイエバエなど、ハエ流の発生を抑制するため、ハエ類を防除す
る効果があり、イエバエの雌は、コウカアブ幼虫が多いところには産卵しない習性がある
。したがって、コウカアブは、国内に流入された後、成虫の生活史は短く、自然条件下で
生息するため、生態系内で害虫として報告された事は無く、家の中で発見された場合もな
くて、家畜には害虫ではない。
【００４５】
　本発明の実施例に係るコウカアブの交尾産卵場は、その大きさが３*２*２m(W*D*H)以上
の空間が必要であり、網のメッシュは、８０内外であり、これは、ショウジョウバエなど
の天敵の被害を防止するためである。
【００４６】
　産卵誘導装置は、空間の活用のために、２段構造で設け、成虫は、餌を食べる活動はし
ないが、水分の供給のために一日に２～３回、水をスプレーする。
【００４７】
　産卵誘導装置は、誘導培地(生ごみ：発効された子牛の飼料：おがくず=２:１:１)の上
に置く。産卵誘導装置は、フラワーフォームや木材で形成でき、一面または両面に、上述
の産卵溝を開けて産卵を誘導する。卵を見えないところに産卵するコウカアブ(ＢＳＦ)の
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成虫の生態特性を利用する。産卵誘導装置は、４～５本(２４０cm2当たり)投入する。
【００４８】
　産卵誘導装置は、木材が産卵率が高かったし、フラワーフォームは、４～５回リサイク
ル可能であるが、木材は、半永久的に使用可能である。
【００４９】
　産卵誘導装置の産卵溝の大きさによる産卵率を考察してみると、産卵溝の開放面の直径
が５mmの場合、産卵率は、６０％であり、４mmの場合、産卵率は、３６.８％であり、３m
mの場合、３１.７％である。開放面が、楕円または多角形の場合に、開放面の直径は、楕
円または多角形の内接円または外接円の直径になり得る。また、楕円の場合、開放面の直
径は、短軸と長軸の平均値に２を乗じた値になり得る。
【００５０】
　したがって、産卵誘導装置の産卵溝の大きさは、３～５mm内外が最も産卵効率が高かっ
た。
【００５１】
　本発明の実施例に係る産卵誘導装置の産卵溝の深さによる産卵率を考察してみると、産
卵率は、産卵溝の深さが６mmの場合は８％、７mmの場合は２３％、８mmの場合は１８％、
９mmの場合は１７％、１０mmの場合は２２％、１１mmの場合は４％であり、産卵誘導装置
の産卵溝の深さは、７～１０mmが産卵効率が高かった。
【００５２】
　また、産卵培地の種類別の産卵量を考察してみると、生ゴミの場合、卵塊数が３００、
子牛の飼料の場合は３３０、油粕の場合は１９０、米ぬか粕の場合は５０であって、産卵
培地は、生ゴミと発酵させた子牛の飼料が、産卵効率が高かった。
【００５３】
　また、産卵培地の状態別の産卵量を考察してみると、生ゴミの場合、新鮮なものに比べ
て腐敗されたものが好まれた。
【００５４】
　また、産卵培地の投入数別の産卵量を考察してみると、産卵場の大きさは、４*２*３m(
D*W*H)であり、成虫の投入数は、２,０００頭であり、産卵培地の投入数は、１m2当たり
１個程度が適当である。
【００５５】
　また、産卵場内の成虫の投入数別の産卵量を考察してみると、産卵場の大きさは、４*
２*３m(D*W*H)であり、産卵培地の投入数は、８個であり、産卵場内の適当な成虫の投入
頭数は、２,０００～３,０００頭程度である。つまり、産卵場に投入されるコウカアブ成
虫の投入密度は、８３～１２５(頭／m3)となる。卵塊数は、成虫の頭数が１,０００の場
合、２７６個、２,０００の場合は７１４個、３,０００の場合は８４２個であった。
【００５６】
　コウカアブ(ＢＳＦ)の人工増殖のための適当な飼育密度を調べると、次の通りである。
表２は、コウカアブ(ＢＳＦ)の適当な飼育密度を表す。
【００５７】
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【表２】

　飼育箱の大きさは、６０*４０*１５cm、飼育環境は、２７℃、ＲＨ６０％である。幼虫
及びさなぎの形質が、５,０００頭と１０,０００頭を投入して飼育した処理区が優れてお
り、蛹化率は、５,０００頭の処理区が最も優れている。幼虫の経過日数の場合は、飼育
密度が高いと(１５,０００頭以上)、発育状態が良くないので、１０,０００頭/２４０cm2

以下に飼育することは好適である。
【００５８】
　本発明の実施例に係るコウカアブのさなぎの保護条件別の羽化率を考察してみると、次
の通りである。保護条件は、保護温度が２７℃の場合、媒質(おがくず)を使用しない場合
(１)、媒質湿度が０％の場合(２)、媒質湿度が２０％の場合(３)、媒質湿度が４０％の場
合(４)に区分される。場合(１)において、羽化率は４４.９％、場合(２)において、羽化
率は９２.５％、場合(３)において、羽化率は９３.４％、場合(４)において、羽化率は９
４.７％である。さなぎに媒質を使用しない場合、蛹化率が５０％以下であるので、必ず
媒質を使用すべきであり、湿度は２０％内外が適切である。
【００５９】
　本発明の実施例に係るコウカアブのさなぎは、以下の条件で低温処理することができる
。つまり、低温処理の条件は、１０℃、暗条件が望ましい。この場合、さなぎを１０℃で
保護すれば、最初の羽化率は、９８％、１０日以降の羽化率は、９８.８％、２０日以降
の羽化率は、８６.６％、３０日以降に４１.７％で形成される。
【００６０】
　また、コウカアブ(ＢＳＦ)の生ごみの分解能を調べると、次の通りである。表３は、コ
ウカアブ(ＢＳＦ)の生ゴミの分解能の調査結果を表す。
【００６１】
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【表３】

　処理の１～５は、幼虫の投入数別に区分され、幼虫１頭が一生の間に分解できる生ゴミ
の量は、約２～３g程度であり、成虫の基準(雌)で２～３kg/１頭(成虫１頭が、約１,００
０個の卵を産卵する)である。
【００６２】
　本発明の実施例に係るコウカアブの室内飼育用装置は、プラスチック製の飼育箱が望ま
しく、その大きさは、６０*４０*１５cmであり、飼育環境は、２７℃、ＲＨ６０％が望ま
しい。幼虫の飼育密度は、５,０００～１０,０００(頭/飼育箱)が望ましい。
【００６３】
　幼虫の飼育時、飼育箱を網で包んで飼育し、網の役割は、天敵(ハエ類など)の被害を防
止し、成長した幼虫(前蛹)は、飼育箱の外に出てくるので、さなぎを回収する。さなぎの
回収後、さなぎの保護装置に投入して、羽化を誘導する(条件：２７℃、ＲＨ６０％、長
日条件１４Ｌ：１０Ｄ)。
【００６４】
　大量飼育のための最適な生ゴミ処理の培地条件は、以下の通りである。分解効率を高め
るために、培地の製造時に生ゴミを破砕し、破砕した食品に添加剤(おがくずやもみ殻)を
混合してくれ(添加率、生ごみ：添加剤=３:１)、生ごみの給餌は、１～２日間隔で２～３
kgを給餌する。
【００６５】
　図５は、本発明の実施例に係るコウカアブの生産方法のフローチャートである。段階Ｓ
５１０において、コウカアブの産卵場にコウカアブ成虫を投入する。産卵場に投入される
コウカアブ成虫の投入密度は、８３～１２５(頭／m3))が望ましい。
 
【００６６】
　段階Ｓ５２０において、コウカアブの産卵場にコウカアブ成虫を投入してから３日が経
過した後、段階Ｓ５３０において、コウカアブの産卵場におがくずを含む誘導培地を提供
する。誘導培地は、生ごみ対比のおがくずやもみ殻の比率を３:１で混合した物質が望ま
しい。
【００６７】
　段階Ｓ５４０において、与えられた誘導培地上にコウカアブ成虫が産卵するための複数
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に、産卵場に投入できる。
【００６８】
　段階Ｓ５５０において、さなぎを羽化させるために、相対湿度が０～４０％であるおが
くずを含む飼育培地にコウカアブのさなぎを生息させ、この場合、温度は、２７±３℃で
あり、さなぎの密度は、５,０００～１０,０００頭/２４０cm2であり、飼育培地は、生ゴ
ミ対比のおがくずの比率が３:１であることが望ましい。
【００６９】
　また、本実施例は、上述の温度条件(蛹化や羽化の環境では、温度は２７±３℃、コウ
カアブが成虫に羽化した後、経過日数別の産卵の卵塊数の調査時に、保護温度は、２９±
５℃など)を満たすために、産卵場や飼育培地を室内(建物内やビニールハウス内)に位置
させることができる。また、本実施例に係る産卵場または飼育培地は、上述の温度条件を
維持するためにエアコンを更に含むことができ、エアコンは、温度が高い場合、温度を下
げることができる温度冷却部と、温度が低い場合、温度を上げることができるヒータと、
を含むことができる。また、本実施例に係る産卵場は、上述の光条件(コウカアブ幼虫の
飼育時、光条件は、１４Ｌ：１０Ｄなど)を満たすために、照明を更に含むことができる
。
【００７０】
　また、本実施例は、産卵場や飼育培地で発生する悪臭を除去するための消臭部が更に備
えられていてもよく、脱臭されたガスは、産卵場の外部または飼育培地の外に排出される
ことができる。例えば、消臭部は、産卵場や飼育培地で発生する悪臭を吸引して脱臭する
ことができる。消臭部は、悪臭を吸引するために、ガス吸引ファンを含むことができ、吸
引した悪臭を除去するために、脱臭微生物、オゾン、活性炭、ナフタレン、炭、芳香剤の
ような消臭剤を含むことができる。また、消臭部は、特殊な波長のＵＶＸランプを含み、
ロジウムは、銅、二酸化チタンを所定の倍率に配合して生成した触媒合金金属を用いて触
媒作用を最高に極大化するセル(cell)を含むことができる。上記セルは、ＯＨラジカルと
過酸化マイナスイオン、酸素イオンなど、様々な浄化イオンを最大に生成して、空気中の
様々な細菌やウイルスを殺菌してクリーンにすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００７１】
　当該技術分野において通常の知識を有する者であれば、本願の特許請求の範囲に記載し
た本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正及び変更できるこ
とが理解できるはずであろう。
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